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国有林野事業の概況と取組 

  

平成２８年１月２５日 
林野庁経営企画課 
眞 城 英 一 

１．国有林の概要 
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森林面積と国有林面積 
（平成24年３月31日現在） 

森林 

2,508万ha 
66% 

非森林 

1,271万ha 

34% 

6万ha 

0% 

国有林（林野庁所管） 

761万ha 

20% 

私有林 

1,449万ha 

38% 

公有林 

292万ha 
8% 

国土面積 
3,779万ha 

その他の 
国有林 

注: １ 国有林（計画対象森林）は、森林法第７条の２第１項に基づく 

     計画対象森林に規定する森林。 

   ２ 国有林率は、森林法第２条第１項に規定する森林における国有林 

    の割合。 

面積 
（千ha） 

国有林率 
（％） 

国有林 
（計画対象森林） 

7,602 30.5 

   
   
   
   

北  海 道  3,036 55.0 

東    北  1,648 44.3 

関   東  1,186  29.2 

中   部   670 27.7 

近畿中国   337 6.6 

四   国   193 13.8 

九   州   532 19.3 

■ 森林管理局別の国有林面積 
（平成24年３月31日現在） 

     

 
○我が国の国土の約２割、森林の約３割を占める「国有林」は、その多くが奥地の急峻な山脈や水源地
域に広く分布し、良質な水の供給、土砂災害の防止・軽減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全
などの重要な公益的機能を発揮。 

○国有林野の約９割が保安林に指定されているほか、原生的な天然林が広く分布し、野生生物の生
育・生息地として重要な森林も多く、世界自然遺産地域のほぼ全域が国有林野。 

国有林 

森林管理局界 

都道府県界 

近畿中国森林管理局 

北海道森林管理局 

関東森林管理局 

中部森林管理局 

九州森林管理局 

林野庁 

東北森林管理局 

四国森林管理局 

    

国有林の分布 

（１）国有林の分布 
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※グラフは、世界遺産地域（陸域）に占める国有林の割合 

知床（北海道） 
屋久島（鹿児島県） 

白神山地（青森県・秋田県） 

富士山（静岡県・山梨県） 

 平成25年６月に
世界文化遺産に
登録された富士山
では、構成資産面
積の約35％（約７
千ha）が国有林。 

世界自然遺産 

（陸域面積の約95％が国有林） 

世界文化遺産 

国有林 
94% 

国有林 
100% 国有林 

95% 

小笠原諸島（東京都） 

国有林 
81% 
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（２）国有林野事業の組織体制 

林野庁 森林管理局（７） 森林管理署等（１２０） 森林官（８４２） 

     

 ○ 全国の国有林を、７つの森林管理局が管轄。 
○ さらに、森林計画区（流域）を単位として１２０の森林管理署等を設置し、管理経営。 
○ また、森林管理署の出先機関として、全国の国有林を１２５６の担当区に分割し、 
 ８４２人の森林官が現場管理業務を行う。 

局別組織数 

局 名 署等 森林官 
（参考） 

管轄面積 

（千ha） 

北海道 24 214 3,036 

東北 24 166 1,648 

関東 23 136 1,186 

中部 11 74 670 

近畿中国 14 76 337 

四国 7 44 193 

九州 17 132 532 
注 : 署等には、支署、森林管理事務所を含む 

○森林計画区（流域） 
 森林計画区は、地域ごとの森林整備の目標、森林施業、森林・林業施策の実施上の指標、基準等を 
定める地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画の策定の単位区域になるものであり、地勢、気象 
等の自然的条件、森林資源及び林業生産活動の状況等を勘案して、都道府県の区域を分けて定める。 
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森林管理局 

森林管理署 

森林事務所（森林官） 

（３）国有林野事業の歴史の概要 

 

 

 

 

 

 

S33 国有林生産力増強計画 

  （老齢過熟林等の人工林化、未利用林の開発） 
 

S36 国有林木材増産計画 
 

S39 林業基本法制定 

  （林業の安定的発展、林業従事者の経済的社会的地位の向上） 

    木材輸入自由化 

 

 

S47 林政審議会答申 

  （公益的機能を重視した森林施業、事業経営の改善等） 

農林省山林局 

所管の国有林 

（北海道以外） 

宮内省帝室林野局 
所管の御料林 

内務省北海道庁 
所管の国有林 
（北海道） 

昭和22年 

 林政統一 ３省庁所管の国有林を農林省が所管 

  （企業的運営による独立採算方式の特別会計制度を採用） 

昭和30年代 

 高度経済成長等に伴う木材需要の増大を背景に、伐採量が
拡大、また要員規模も拡大。 
 

  財務状況が好調に推移したことから、林政協力費として 

 一般会計への繰入れ等を実施 

昭和40年代後半 

 公益的機能発揮の要請の高まり、木材貿易の完全自由化に
よる外材の輸入増加などにより伐採量減少、木材価格の下落
等から財務状況が急速に悪化 

昭和53、59、62、平成3年 

 ４次にわたる改善計画（自主改善努力）にも拘わらず経営状
況はさらに悪化。 

平成25年 
 公益重視の管理経営の一層の推進と森林・林業再生への
貢献のため、組織・事業の全てを一般会計へ移行 

 明治維新 

・ 版籍奉還・社寺上地により藩有林・社寺有林を国の所有へ 

・ 林野の官民有地区分 

  M2    国有林成立 

 S22 国有林野事業特別会計法制定 

 H9  林政審議会答申 
 

H10    国有林野関連2法（国有林野事業の抜本的改革） 

公益的機能重視への転換、組織・要員の徹底した合理化、特別会計の見直し、 
累積債務の本格処理 

S53 国有林野事業改善特別措置法（経営改善計画の策定） 

S59 新経営改善計画の策定 

S62 計画の改訂・強化 

 H2  国有林野事業経営改善大綱 

 H3  新経営改善計画の策定 

復興用材、朝鮮戦争特需、高度経済成長に伴う 
建築用材等の膨大な木材需要が発生 

平成10年 
 国有林野を将来にわたって適切かつ効率的に管理運営するた
め国有林野事業を抜本的に改革（H11～H15年度は集中改革期間） 

 H21 森林・林業再生プラン 
 

 H22 事業仕分け第３弾（特別会計仕分け） 
 

 H23 森林・林業基本計画 
 

 H23 林政審議会答申（今後の国有林野の管理経営のあり方について） 
 

 H24 国有林野管理経営法等改正法の成立（H25.4.1施行） 

公益的機能維持増進協定制度の創設、国有林野事業特別会計の廃止 
国有林野事業職員の労働・給与関係について一般国家公務員と同様に    
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（参考）森林鉄道 

     

 
○森林鉄道は、木材を運搬するための林業用の鉄道で、主に明治時代から昭和40年代頃にかけて活
躍。建設主体は国によるものが大半であり、全国の国有林森林鉄道の全路線数は1,000、延長は
8,000km以上。 

台車の犬曳き（四国） 

津軽森林鉄道の蒸気機関 
（青森） 

（１）森林鉄道の背景 
 従来、丸太は伐採現場から河川まで運び、水力で輸送する方法が一
般的だった。 
 明治以降、ダム建設や伐採量の増大により、代わりの輸送方法が求
められた。 
 

（２）誕生 
 木材輸送を目的とする動力車がけん引する本アック的な森林鉄道とし
ては、明治41年に運用を開始した津軽森林鉄道が最初。 

安房森林鉄道（屋久島） 
（現在） 

（３）森林鉄道の終焉 
 高度経済成長による木材需要の増大に伴い、トラックの性能向上、自
動車道の整備により、より機動的なトラック運材の置き換え。 
 現存する屋久島の安房森林鉄道を除くと、昭和51年に廃止された王滝
森林鉄道が最後の森林鉄道となった。 

温根湯森林鉄道の 
内燃機関（北海道） 

小坂森林鉄道の鉄橋 
（岐阜） 

赤沢自然休養林の森林鉄道（長野） 
（現在） 

■ 国有林野の管理経営に
関する法律 (H10.10 改正） 

第３条 

 国有林野の管理経営の目標は、
次の通り 

①国土の保全その他国有林野の
有する公益的機能の維持増進を
図るとともに、あわせて、 

②林産物を持続的かつ計画的に
供給し、 

③国有林野の活用によりその所
在する地域における産業の振興
又は住民の福祉の向上に寄与
すること 

 

［法律案提案理由説明］ 
 国有林野事業は、奥地の水源地域などに多く所在する国有
林野について、その公益的機能の維持増進を基本としつつ、
特別会計により企業的に運営してきたところである。 
 一方、我が国森林・林業の状況を見ると、国有林及び民有
林を通じた森林の公益的機能の発揮が強く期待されている。
また、地域によっては、国有林に隣接する民有林において十
分な整備や行われていない状況も見られる。 
 このような状況を踏まえ、国有林野事業について、国有林と
民有林の一体的な整備及び保全を図るための仕組みを創設
するとともに、特別会計により企業的に運営する事業から、一
般会計で実施する事業に見直すこととする。 

 
［主な措置］ 
 ○ 国有林野の管理経営に関する法律 

(1) 国有林野事業について、国有林だけでなく、国有林と一体
として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林に
ついても、その整備及び保全ができることとする。 

(2) 農林水産大臣が定める「国有林野管理経営基本計画」を
拡充 
① 計画事項として、国有林と民有林の一体的な整備及び保
全に関する計画事項を追加 

② 森林における生物の多様性の保全、需要に即した林産
物の供給、林業経営を担う人材育成等国有林野事業と
民有林野に係る施策の一体的な推進に配慮 

（森林管理局長が定める地域管理経営計画も同趣旨） 
 
 ○ 森林法 
公益的機能維持増進協定に関する事項及び協定の承継効
について規定 
 

 ○ 特別会計に関する法律 
・国有林野事業特別会計を廃止し、一般会計へ移行 
・国有林野事業債務管理特別会計を設置 

 

■ 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図る
ための国有林野の管理経営に関する法律等の一部
を改正する等の法律  （H24.６ 公布、H25.４ 施行） 

 民有林施策と一体的な推進を図り
つつ、次のような取組を一層計画的
に実施 

 ■ 国有林野管理経営基本計画 
（H24.12変更） 

■ 森林・林業基本計画 
 (H23.７ 閣議決定） 

 

○ 公益重視の管理経営を一層
推進するとともに、組織・技術
力・資源を活用して、林業技術
の開発、人材育成をはじめとし
た民有林への指導やサポートな
ど我が国の森林・林業の再生に
貢献 

○ 債務を区分経理した上で、組
織・事業の全てを一般会計に移
行することを検討 

 

（４）国有林野の管理経営の目標等 

○ 公益重視の管理経営の一層の推進 

・ 重視すべき機能に応じた管理経営
の推進 

・ 民有林との一体的な整備保全 
・ 地球温暖化防止対策の推進 
・ 生物多様性の保全                 

○ 森林・林業再生への貢献 

・ 林産物の安定供給   
・ 民有林と連携した施業の推進 
・ 低コスト化を実現する施業モデル
の展開と普及 

・ 林業の低コスト化に向けた技術開
発 

・ 林業事業体の育成 
・ 森林・林業技術者等の育成     

○ 地域振興への寄与  

○ 「国民の森林」としての管理経営                         
も   り 

○ 東日本大震災からの復旧・復興へ
の貢献 
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 民有林と連携した森林共同施業団地の設定を通じ
た効率的な路網整備や協調出荷を推進 

 日本の人工林は育成期から利用期にさしかかり、森林の有する多面的機能を将来にわたって持続的に発揮させるため、齢級構成を平
準化し、様々な育成段階や樹種から構成される多様な森林へ誘導していくこと（人工林多様化対策の推進）が課題。また、充実してきた
森林資源を有効活用し、地方創生等のため林業の成長産業化を実現するためには、川上から川下までが連携した国産材の安定供給体
制の構築が必要。国有林野事業においては、我が国の森林・林業施策の推進に貢献するため、その森林資源や組織、技術力等を活用
し、公益重視の管理経営の一層の推進や森林・林業再生への貢献等により、これらの諸課題への取組を積極的に展開することとする。 

●農林水産業・地域の活力創造プラン 
     （H25.12.10本部決定、H26.6.24改訂） 

●まち・ひと・しごと創生総合戦略 
  （H26.12.27閣議決定） 

資源の循環利用による林業の成長産業化 
（例：国産材の安定供給体制の構築）  

平成27年度の主要取組事項 

１ 公益重視の管理経営の一層の推進 

２ 森林・林業再生への貢献 

国有林の資源・組織・技術力を
活用し、 

日本の森林・林業施策の推進
に貢献 

●国有林野事業の実行体制と民有林への支援 

３東日本大震災からの復旧・復興への貢献 

①計画的な森林整備の推進 

②治山対策の推進 

③生物多様性の保全 

①低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及 

②林業事業体、森林・林業技術者の育成等 

③民有林と連携した森林整備等の推進 

④林産物の安定供給 

 間伐や、多様な森林への誘導のための主伐と再造林、
路網整備等を推進 

 国土強靱化に貢献するため、荒廃山地の復旧整備
や、民有林での大規模災害への支援等を推進 

 保護林制度の見直しや、シカ等野生鳥獣対策、外来
種駆除対策等を推進 

 コンテナ苗を用いた主伐と造林の一括発注等の事
業レベルでの実証や、民有林への普及・定着を推進 

 複数年契約の活用や、フォレスターの育成と市町
村行政への支援を推進 

 国産材の安定供給体制の構築のため、需要者へ
のシステム販売や、民有林と連携した供給を推進 

海岸防災林の復旧・再生、森林における除染を推進 

  ブロック毎の７森林管理局、流域単位の98森林管理署
の下、公益重視の管理経営の一層の推進や森林・林業再
生への貢献等に対応した組織としている。また、フォレス
ター等の育成や森林・林業施策の情報発信等も実施。 

〇 主要取組事項 
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国有林 民有林 

■ 人工林の齢級別面積 

資料：林野庁業務資料（平成24年３月31日現在） 

10齢級(46～50年生) 
以上の人工林 
52％（民有林） 

10齢級(46～50年生) 
以上の人工林 
47％（国有林） 
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〇 計画の体系 

○ 国有林野の管理経営は、「国有林野の管理経営に関する基本計画」（以下、「管理経営基本計画」
という。）に基づき実施。 

○ 管理経営基本計画は、「国有林野の管理経営に関する法律」に基づき、国有林野の管理経営に関
する基本方針等を明らかにするため、5年ごとに10年を一期として策定。 

計画の体系 

全 
 
 
 
国 

森 
林 
計 
画 
区 

民有林 

     地域森林計画 

市町村森林整備計画 

国有林 

森林・林業基本計画 

    全国森林計画 

国有林の地域別の 
森林計画 

 管理経営基本計画 

地域管理経営計画 

国有林野施業 
実施計画 

調和して 

調 
和 
し 
て 

即して 即して 即して 

即して 

即して 

即して 

国有林野管理経営法等 森林法 

森林・林業基本法 

【管理経営基本計画】(大臣：５年ごと10年計画) 
 国有林野の管理経営の方向を明確にし、森林という動的国有財産の管理、処分を計
画的に実施するとともに、計画の策定段階で国民の意見を聴き、国民意見を反映した管
理経営を行っていく必要から、全国の国有林を対象として大臣がたてる計画 
 
【地域管理経営計画】(局長：５年ごと５年計画) 
 地域ごとの賦存状況に応じたきめ細かい国有林野事業の運営を図るため、森林管理
局長が森林計画区(流域)を単位として定める管理経営の計画 
 
【国有林野施業実施計画】(局長：５年ごと５年計画) 
 森林計画及び管理経営計画に即して持続的な国有林野の管理経営を行うため、森林
管理局長が管理経営規程に基づき森林計画区(流域)を単位として、事業量や伐採造林
等の箇所別計画、保護すべき国有林野等を具体的に定める計画 

（市町村ごと） 

平成24年の管理経営基本計画変更について 

○ 平成24年12月に、「国有林野の有する公益的機能の維持増
進のための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改
正する等の法律」の規定に基づき変更（平成25年４月から適
用）。 

 
○ 公益重視の管理経営を一層推進するとともに、その組織・技

術力・資源を活用した森林・林業再生への貢献について、民
有林施策との一体的な推進を図りつつ一層計画的に推進。 

○ 平成20年12月の計画策定から５年を経過したため、平成26
年４月を始期とする計画を平成25年12月に定期策定（現行
計画）。 

 
○ 平成24年に変更した管理経営基本計画を基本としつつ、「農

林水産業・地域の活力創造プラン」に位置づけられた「国産
材の安定的・効率的な供給体制の構築」への貢献等を計画
に反映。 

平成25年の管理経営基本計画策定について 

9 
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（地域管理経営計画等の概要） 

○ 一体として公告縦覧するとともに、関係自治体、学識経験者等の意見を聴取するとともに、地元懇談会の開催など、多くの
意見を把握し、計画内容に反映。 

地域管理経営計画の策定項目（抜粋） 

１．国有林野の管理経営に関する基本的な事項 
 (1) 国有林野の管理経営の基本方針 
 (2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項 
 (3) 流域管理システムの推進に必要な事項 
 (4) 主要事業の実施に関する事項 
  ア 伐採総量 
  イ 更新総量 
  ウ 保育総量 
  エ 林道の開設及び改良の総量 
２．国有林野の維持及び保存に関する事項 
 (1) 巡視に関する事項 
 (2) 森林病態中の駆除又はそのまん延の防止に関する事項 
 (3) 特に保護を図るべき森林に関する事項 
３．林産物の供給に関する事項 
 (1) 木材の安定的な取引関係の確立に関する事項 
４．国有林野の活用に関する事項 
 (1) 国有林野の活用の推進方針 
 (2) 国有林野の活用の具体的手法 
５．公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における森林及び公

衆の保健の用に供する施設の整備に関する基本的な方針 
 (1) 公衆の保健の用に供する事項 
 (2) 区域内の公衆の保健の用に供する施設の整備に関する基本的な方

針 
 (3) 区域内の森林の整備に関する基本的な方針 
６．国民の参加による森林の整備に関する事項 
 (1) 国民参加の森林に関する事項 
 (2) 分収林に関する事項 
７．その他国有林野の管理経営に関し必要な事項 
 (1) 林業技術の開発、指導及び普及に関する事項 
 (2) 地域の振興に関する事項 
 

網走東部森林計画区の地域管理経営計画書 

（参考）北海道の森林計画区 

10 

２．国有林の取組 

11 



7 

○ 優れた自然環境を有する森林の維持・保存 
 原生的な森林生態系や希少な野生生物の生育・生息する森林など、生物多様性の核となる貴重な森林を「保護林」として
設定し、その保全・管理に努める。 

 ＜保護林の保全・管理の事例＞ 

森林生物遺伝資源保存林 
（75千ha) 

目的： 
森林生態系を構成する生物 
全般の遺伝資源保存 

林木遺伝資源保存林（９千ha) 
 

目的： 
林業樹種と希少樹種の
遺伝資源保存 

特定動物生息地保護林（23千ha） 

目的： 
希少野生動物と
その生息地・繁
殖地の保護 

《事例》 天王山特定動物生息地保護林 

       （近畿中国森林管理局） 
《事例》 霧島山森林生物遺伝資源保存林 

     （九州森林管理局） 

植物群落保護林（161千ha） 

目的： 
学術上価値
の高い樹木
群等の保存 

《事例》 鳥海山植物群落保護林 

       （東北森林管理局） 

森林生態系保護地域（655千ha） 
目的： 
森林生態系の保存、野生動植物の 
保護、生物遺伝資源の保存 

● 森林生態系保護地域は、原生的な天然林を厳格
に保全・管理 しており、このうちの一部は世界遺産に登
録されている。 
  【設定地域：知床、白神山地、小笠原諸島、屋久島】 

 
 
 
 
 
 
 《事例》 知床森林生態系保護地域 （北海道森林管理局） 

《事例》 千本山ヤナセスギ 

 林木遺伝資源保存林 

（四国森林管理局） 

（１） 公益重視の管理経営 
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②大雪・日高緑の回廊

③支笏・無意根
緑の回廊

⑦奥羽山脈緑の回廊

④北上高地緑の回廊

⑤白神八甲田
緑の回廊

⑥八幡平太平
山緑の回廊

⑧鳥海朝日・飯豊
吾妻緑の回廊

⑨会津山地緑の回廊

⑩緑の回廊越後線

⑪日光・吾妻山地緑の回廊

⑫緑の回廊日光線

⑬緑の回廊三国線

⑭秩父山地緑の回廊

⑯富士山緑の回廊

⑰緑の回廊雨飾・戸隠

⑱緑の回廊八ヶ岳

⑲白山山系緑の回廊

⑳越美山地緑の回廊

22 四国山地緑の回廊

21 東中国山地緑の回廊

23 綾川上流緑の回廊

24 大隅半島緑の回廊

⑮丹沢緑の回廊

①知床半島緑の回廊

13 

○ 野生生物の成育・生息地を結ぶ移動経路の確保 
 国有林野事業では、「保護林」を中心にネットワークを形成する「緑の回廊」を設定。個体群の交流を促進して、主の保
全や遺伝的な多様性の確保に努める。平成２６年度末の緑の回廊は２４カ所、５８万３千haを設定。 

調査用カメラで撮影されたツキノワグマ 

「緑の回廊」イメージ図 

特定動物生息地 
保護林 

森林生物遺伝 
資源保存林 

 

森林生態系 
保護地域 

植物群落 
保護林 

緑の回廊 
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○ 生物多様性の保全に向けた取組 
 原生的な森林生態系等を「保護林」として設定するほか、渓畔林等において森林生態系ネットワークの形成に取り組むな
ど、適切な計画や整備、保全管理、モニタリング等を実施するとともに、その結果に応じた見直しに取組。 

 また、地域やＮＰＯ、ボランティア等と連携し、希少種の保護や植生の復元等を進める。  

希少猛禽類の生息環境の保全に向けた取組              
 

    〔新潟県南魚沼市〕 （関東森林管理局 中越森林管理署） 

イヌワシの採餌空間確保のための 

ギャップ試験地 

 生息環境保全に向け、地元と連携しつつ調査や森林整備に取り組
むとともに、シンポジウムの開催等により普及啓発に努める。 

イヌワシ 

渓畔周辺の人工林で今後の施業を検討 

渓畔周辺の保全等に向けた取組                  
 

    〔北海道上川郡清水町〕 （北海道森林管理局 十勝西部森林管理署） 

 陸域と水域の接点として特徴的な生態系が形成され、生物多様性
の保全において重要である渓畔周辺の保全等に取組。 

渓畔周辺の保全等に取り組む 

ペケレベツ二ノ沢 

滑床山の自然再生への取組              
 

    〔愛媛県宇和島市〕 （四国森林管理局） 

 滑床山山頂周辺は、ニホンジカの食害により植生が消失・裸地化。
平成18年度から滑床山植生回復検討会を開催し、地元自治体、関係
機関やボランティア団体等の協力を得て、植生の回復に取組。 

滑床山山頂の様子 設置した囲いわな 
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○ 安全・安心な暮らしを守る治山事業の推進 
 安全・安心な暮らしを確保するため、山地災害が発生した国有林及び都道府県から要請のあった民有林において、更なる
被害発生を防ぐため復旧対策工事を実施。また、治山技術を有する職員を現地に派遣し、民有林における被害調査等に協力
するなど、地域の安全・安心を確保するため迅速に対応。 

 「中越地区直轄地すべり防止事業」10年間の取組         
 

    〔新潟県長岡市、小千谷市〕 （関東森林管理局） 

地域と連携した迅速な災害対応と復旧支援             
 

    〔長野県木曽郡南木曾町〕 （中部森林管理局 南木曾支署） 

既存治山ダムの嵩上げ工事 専門家との合同調査（上） 

地元団体と連携した復旧活動（下） 

地すべり発生エリアの被災状況と復旧後の様子 

【平成17年６月 災害発生】 

【平成26年10月 工事完了】 

中越地区直轄 

地すべり防止事業の実施地区 

（全11区域 総面積 約538ha） 

 平成16年に発生した新潟県中越地震による地すべり等の大規模
被害について、10年間ですべての復旧工事を完了。 

 

  

 平成26年７月に発生した長野県南木曾町の台風による土石流被害
について、地元団体等と協力して迅速な復旧活動を実施。 

 平成26年８月の広島豪雨災害への対応               
 

    〔広島県〕 （近畿中国森林管理局） 

 県等と合同でヘリコプターによる現地調査を実施するなど、関
係機関と連携した迅速な対応を実施。 

ヘリコプターによる被害調査 被害状況 
15 
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緑を復元した雲仙・普賢岳の治山事業         
 

    〔長崎県島原市、南島原市〕 （九州森林管理局） 

被災直後 

 雲仙・普賢岳は平成２年11月に噴火し、その後の平成３年６月
には大火砕流や土石流が発生。 

 長崎県、地元市町村等と連携を図りながら、火山噴出物の下流
への流出を抑制するため、荒廃渓流に対する治山ダムの建設及び
広大な火砕流堆積地での大規模な航空緑化工等の治山事業による
災害復旧を計画的に実施し、緑が甦り林地機能が回復。 

御岳の土石流跡に緑を蘇らせた長野県西部地震災害復旧         
 

    〔長野県木曽郡王滝村〕 （中部森林管理局） 

 昭和59年９月、長野県西部地震が発生し、御嶽山周辺に崩壊
地・地滑りや、これに伴う大規模な土石流が発生。 

 そのため、被災直後に全国の治山技術者が結集し復旧にあたる
など、30余年にわたって数々の困難を克服しつつ被災地の復旧を
行い、荒廃地に森林を回復させ、地域住民に大きな安心感を与え
るなど、国民の生命・財産を守ることに貢献。 

工事施工中（Ｓ６１） 

現在の状況 

被災直後 
大面積の荒廃地を早期に緑化 

（航空実播工） 

平成22年11月の状況 
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複層林化 

（針広混交林、広葉樹林化） 長伐期化 

○ 地球温暖化防止対策の推進 
 地球温暖化防止に向け、間伐の積極的な実施等、健全な森林の整備・保全を率先して実施。 

 また、庁舎や治山事業等の森林土木工事において、森林整備の推進や炭素貯蔵にも貢献する間伐材等の木材利用を積極的
に実施。 

地球温暖化防止に向けた健全な森林の整備の推進       
 

     〔秋田県北秋田郡上小阿仁村〕 （東北森林管理局） 

高性能林業機械を活用した間伐事業 

水源林での複層林施業の実施                     
 

     〔山形県最上郡真室川町〕 （東北森林管理局 山形森林管理署最上支署） 

 水源涵養機能の維持増進
を図るため、上層木を部分
的に伐採し、下層の樹木を
育成。 

複層林施業地の様子 

多様で健全な森林への誘導 

 高性能林業機械等を活用し、伐採と路網整備を一体的に実施
し、低コストで効率的な間伐及び間伐材の搬出・活用に努める。 

 国有林では、林齢や樹種、高さの異なる複層状態の森林（複層
林）や針葉樹と広葉樹が混交した森林（針広混交林）への誘導など
多様な森林づくりを実施。 

17 
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 東日本大震災からの復旧・復興に向け、地域に密着した国の出先機関として地域の期待に応えた取組を実施。 

 生物多様性の保全にも配慮した海岸防災林の復旧・再生や、生活圏周辺の国有林野の除染や地域の復興に
必要な国有林野の貸付等に取り組むとともに、安全な原木の供給等を実施。 
 

被災した養殖用筏作成用丸太の供給 

  〔岩手県気仙郡住田町ほか〕（東北森林管理局 三陸中部森林管理署） 

吹付等による遮蔽効果の検証 
現地発生材を用いたチップ 

散布による遮蔽効果の検証 

森林における除染等実証事業                      

     〔福島県相馬郡飯舘村〕 （林野庁） 

 平成24年度より除染等実証事業を実施しており、平成26年度は、
被覆による放射線の遮蔽効果等の検証を行い、工種に応じて空間線
量が１～２割程度低減することを確認。 

 被災した養殖用筏復旧のための丸太について、民有林と連携した
供給を実施。 

海岸防災林の復旧・再生の取組                        

      〔宮城県岩沼市ほか〕 （東北森林管理局 仙台森林管理署ほか） 

 被災した海岸防災林の復旧・再生に取り組み、要請のあった民有林
を含め、平成26年度末までに総延長約56kmの復旧に着手。また、復興
記念植樹祭の開催等を通じて、地域住民等による海岸防災林再生への
参加を促進。 

生育基盤の造成が 

完了した海岸防災林 

現地での意見交換会 

国民参加による植栽 

筏用原木の生産 漁家のみなさんによる筏の組み立て 

（２） 東日本大震災からの復旧・復興への貢献 
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■ 民有林と連携した施業の推進 

・経済面、環境面にも国際的に求められる持続可能な管理経営を実施し

ている国有林の特性を活用。 

・市町村行政を支援するため、専門的 

 かつ高度な知識・技術と現場経験を 

 有する森林総合監理士（フォレスタ 

 ー）等を育成。 
 
・事業発注や研修フィールドの提供 

 等を通じて民有林の人材育成を支援。 

■ 森林施業の低コスト化に向けた技術開発・普及 

森林・林業技術者育成のための研修 

コンテナ苗 

■ 森林・林業技術者等の育成  

■ 林産物の安定供給 

・国産材供給量の約２割を占める規模を

活用。 

・ 林産物について、木材利用の促進、木

材の安定供給体制の整備や供給調整

機能の発揮等が図られるよう、価格や

需給動向を把握しつつ、持続的・計画

的な供給を実施。 
大型工場への間伐材等の安定供給 

成長や形質等に優れた品種を 
選抜するための試験地 

・林業事業体の創意工夫を促進するた 

 め、総合評価落札方式等の活用、複 

 数年契約による事業の推進等により 

 林業事業体を育成。 

・ 国有林野のまとまりを活用。 

・集約化が進まない民有林について、

国有林を核として集約化を進めるた

め、民有林との連携により事業の効

率化等が図られる区域について、

「森林共同施業団地」を設定。 

・ 民有林と連結した路網の整備や計

画的な間伐等の実施、民有林と協

調した出荷等を推進。 

・自ら事業を実施する国有林野事業の特性を活用。 

・コンテナ苗を活用した低コスト造林の普及や、研究機関と連携した成長の

よい苗木の開発のための育成試験等の先駆的な取組を実施。 

○ 公益的機能の維持増進を図る中で、我が国の森林・林業・木材産業の課題を解決するため、国有
林の組織・技術力・資源を活用し、民有林の経営に対する支援等に対応。 

普及のための現地検討会 

国有林 

国有林 

民有林 
民有林 

・ 国産材の需要先へ直送する「システム

販売」をツールとして、国産材の新たな

需要を開拓。民有林材との協調出荷に

より、民有林材の安定供給も指向。 

（３） 森林・林業再生への貢献 
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○ 国有林野事業では、低コスト造林に向け、コンテナ苗やエリートツリー苗等を民有林に先駆けて導
入し、事業レベルでの実証等を実施。また、高性能林業機械を活用した伐倒と路網作設の一体的な
実施により、低コストで効率的な作業システムによる間伐を展開。 

○ これらの成果については、民有林経営にも活用することができるよう広く情報を提供。 

■ 低コスト高効率作業システムの展開 
 

  ・効率的な間伐材の搬出を図るため、列状等での間伐の実施とあわせて、丈夫で簡易な森林作
業道を高密度で入れ、高性能林業機械を活用するシステムを採用。 

 

■ 低コスト造林の実証・展開 
 

  ・植栽時期に関わらず活着が良好なコンテナ苗を用いた伐採と造林の一貫作業に向けた技術開
発や事業展開を推進。 

 

  ・下刈回数削減が見込まれる初期成長に優れたエリートツリー苗を研究機関と連携して現場レベ
ルで用い、生育状況を実証。 

 

■ 野生鳥獣対策の推進 
 

  ・シカによる食害等への対策について、捕獲による個体数管理、防護策の設置等による被害の
防除等の対策を推進。 

民有林・国有林を通じた成果共有のため、現
地検討会やシンポジウム開催等を各地で実施 

20 

（森林施業の低コスト化＋野生鳥獣対策） 

○ 低コスト化を実現する施業の展開と普及 
 

 森林の適切な整備・保全や、効率的な林産物の供給等を行うため、林道や森林作業道を適切に組み合わせた路網整備を進
めつつ、民有林への普及に取組。 
 路網と高性能林業機械とを組み合わせた作業システムによる間伐や、コンテナ苗を活用し、伐採から造林までを一体的に
行う「一貫作業システム」など、低コストで効率的な作業システムの実証を推進。 
 また、これらの取組について、国有林では先導的に約200ha（約30件）実施するとともに、民有林における普及・定着を
図るため、各地での事業展開を図りつつ、現地検討会の開催等により地域との情報交換に努める。 

フォワーダによる集材 

タワーヤーダ、自走式搬器による搬出 

高性能林業機械の活用 

プロセッサによる造材 

①森林施業の低コスト化に向けた取組 

22 

コンテナ苗の植付作業 

（北海道森林管理局） 

植栽した苗木（エリートツリー候補木） 

（四国森林管理局） 

【国有林におけるコンテナ苗の植栽面積の推移】 
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近畿中国森林管理局 

北海道森林管理局 

関東森林管理局 

中部森林管理局 

九州森林管理局 

林野庁 

東北森林管理局 

四国森林管理局 

【事例①】 森林施業の低コスト化に向けた取組 

事例①－１ コンテナ苗を活用した一貫作業に 
      よる低コスト化の実証・普及 

（留萌南部） 

事例①－２ コンテナ苗を活用した一貫作業の 
      実証・普及                      （茨城） 

事例①－３ エリートツリーを活用した造林・ 
          保育の低コスト化 

（九州局森林技術・支援センター） 

事例①－４ エリートツリーの実用化 
          （四国局森林技術・支援センター） 

事例①－５ 全国低コスト造林シンポジウムの開催 
（林野庁） 

23 

事例①－６ 森林共同施業団地における民国 
        連径下施業の推進          （吾妻） 

事例①－７ 低コスト路網現地検討会の開催 
（中部局） 

コンテナ苗（左）と普通苗（右） 

事例①－１ 事例 コンテナ苗を活用した一貫作業による低コスト化の実証・普及 

 北海道森林管理局では、再造林に要する作業の効率化やコスト削減に向けて、植栽可能な時期が長く、植栽作業も容易なコン
テナ苗を活用し、伐採と再造林を同時期に一括して行う「一貫作業システム」の検証に、北海道や研究機関等と連携して取り組ん
でいます。 

 平成26年度には、留萌南部森林管理署管内の複層伐を実施している国有林において、伐採作業で使用した林業機械を活用
した地拵えや苗木運搬、コンテナ苗植栽の功程調査を実施するとともに、北海道と連携して、管内市町村や林業事業体等民有
林関係者約80人を対象とした現地検討会を開催するなど普及に努めました。   （北海道森林管理局 留萌南部森林管理署）  

場  所：北海道留萌市 峠下国有林 
説  明：写真は、ハーベスタ等による伐採・搬
出の様子（左上）、グラップルによる地拵えの様
子（右上）と現地検討会においてトドマツのコン
テナ苗木を植栽している様子（左下）です。 

【事例①】 森林施業の低コスト化に向けた取組 

24 
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事例①－２ コンテナ苗を活用した一貫作業システムの実証・普及に向けた取組 

 関東森林管理局では、再造林のコスト削減に向けて、植栽可能な期間が長く、植栽作業も容易なコンテナ苗を活用し、時期に
より別々に実施していた伐採と再造林を一括して行う「一貫作業システム」の実証・普及に研究機関等と連携して取り組んでいま
す。 

 平成25年度は、茨城県東茨城郡城里町の梅香沢国有林において実証試験を行うとともに、コンテナ苗や作業システムを普及
するため、民有林関係者等を対象とした現地検討会を開催しました。 

（関東森林管理局 茨城森林管理署）  

場  所：茨城県東茨城郡城里町 梅香沢国有林 
説  明：写真は、コンテナ苗の植栽の様子（左）、現地検討会でのシンポジウムの様子（中央）、高性能林業 
             機械を活用した地拵え作業の様子（右）です。 

【事例①】 森林施業の低コスト化に向けた取組 

25 

 

事例①－３ エリートツリーを活用した造林・保育の低コスト化に向けた取組 

 九州森林管理局森林技術・支援センターでは、独立行政法人森林総合研究所（注）と連携し、初期成長が特に優れ、下刈回数
の低減や苗木の獣害被害の軽減が期待されるエリートツリーによる、造林・保育の低コスト化の実証に取り組んでいます。 

 平成26年度は、エリートツリーの成長に関する継続調査や、苗木の植栽可能期間の長さなど更なる造林の効率化が期待される
コンテナ苗の技術を活用したエリートツリーコンテナ苗の実証試験を実施するとともに、エリートツリーを活用した造林に関する研
修会等を開催し、地元自治体や森林組合等民有林関係者への新たな低コスト造林技術の普及に取り組みました。 

（九州森林管理局 森林技術・支援センター）  

場  所：宮崎県都城市 青井岳国有林ほか 
説  明：写真は、スギのエリートツリー苗木の成長状況を示しています。植栽時の様子（左）と、植栽後３年 
             目で約２ｍ（中央）、植栽後７年目で樹高約４ｍ（右）を超えたエリートツリーの様子です。 
      注）平成27年度より、国立研究開発法人森林総合研究所に名称変更  

【事例①】 森林施業の低コスト化に向けた取組 

26 
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事例①－４ エリートツリーの実用化に向けた取組  

 初期成長が特に優れたエリートツリーは、下刈回数の低減に加え、シカ等による苗木梢端部（先端）の食害の軽減が見込まれる
ことから、造林の低コスト化に向けて実用化が期待されています。 

 四国森林管理局森林技術・支援センターでは、森林総合研究所林木育種センター関西育種場等と連携し、エリートツリーを活
用した造林及び保育※作業の省力化・低コスト化の実証試験に取り組んでおり、平成25年度に試験地を設定して、エリートツリー
や、それと比較するための一般苗木を植栽しました。 

 今後は、現地検討会等を開催するとともに、造林コストの削減効果等を検証することとしています。 

（四国森林管理局 森林技術・支援センター）   

場  所：高知県香美市 杉ノ熊山国有林 
説  明：写真は、植栽したエリートツリー苗木（左）及び一般苗木（右下）の様子、試験地でエリートツリー苗 
             木を植栽する様子（右上）です。 

【事例①】 森林施業の低コスト化に向けた取組 

27 

事例①－５ 「全国低コスト造林シンポジウム」の開催 

 国内の森林資源が木材として利用可能な成熟段階を迎える中、伐採後の着実な更新に向けて造林の低コスト化が求められて
います。 

 効率的な育苗が可能で、植栽作業も容易な「コンテナ苗」を活用した低コスト造林技術を普及するため、林野庁では「全国低コ
スト造林シンポジウム」を開催しました。先駆的に取り組む苗木生産者や低コスト造林の実践者等による幅広い情報提供を行い、
今後の低コスト造林の拡大に向けた意見交換が行われました。  

 （林野庁） 

場     所：東京都江東区 
説  明：「全国低コスト造林シンポジウム」での講演（上）と 
            パネルディスカッショ ン（右下）の様子、展示され 
            たコンテナ苗木（左下）です。 
   

  

【事例①】 森林施業の低コスト化に向けた取組 

28 
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事例①－６ 森林共同施業団地における民国連携した施業の推進 
 吾妻森林管理署では、平成23年１2月に東吾妻町等と協定を締結して設定
された「三俣森林共同施業団地」において、民有林と連携した森林整備を推
進しています。 
 平成24年度には、共用の路網や土場を作設し、民国双方の事業の効率化
と低コスト化に取り組みました。さらに、地元自治体のホームページや森林組
合等広報誌において森林共同施業団地のこれまでの施業状況を紹介し、取
組の普及を図りました。 

（関東森林管理局 吾妻森林管理署）                   

【事例①】 森林施業の低コスト化に向けた取組 

事例①－７ 低コスト路網現地検討会の開催 
 中部森林管理局では、地方自治体・林業事業体・森林管理署の関係者
等、総勢約640名が参加して、高性能林業機械を効率的に組み合わせた作
業システム、搬出効率を踏まえたルート選定と丈夫で簡易な作業路の開設
等の各森林管理署等の取組の中での課題を踏まえた現地検討会を開催し
ました。 

（中部森林管理局）                  

場  所：岐阜県下呂市 高天良国有林（岐阜森林管理署管内） 
説  明：写真は、作業路の作設（左上）と、作設された作業路（右上）、スイ
ングヤーダによる集材とプロセッサによる造材（下）の様子です。 ）                  

場  所：群馬県吾妻郡東吾妻町 大字川戸字烏帽子国有林 
説  明：写真は、国有林内における施業の様子（上）と、国有林内の路網を
使用して民有林材を運搬する様子（下）です。                  

 

○ 野生鳥獣被害の防除 
 シカなど野生鳥獣による被害を防止するため、地方自治体や地域住民、ＮＰＯ等と連携し、地域の特性に応じた個体数管
理や生息環境整備、被害箇所の回復措置等の対策を実施。 

国有林におけるシカ捕獲頭数 

注：国有林におけるシカ（エゾシカを含む）捕獲頭数は、職員実行、委託実行、地域と
の連携、ボランティアハンターによる有害鳥獣捕獲頭数。（平成27年３月現在） 

富士山国有林におけるニホンジカ誘引捕獲の実施          

    〔静岡県富士宮市〕 （関東森林管理局 静岡森林管理署） 

「富士宮市鳥獣被害防止対策協議会」 

 富士宮市や静岡県農林技術研究所森林・林業研究センター等で構成
する協議会に参画。富士山麓周辺に生息し、森林や下層植生に深刻な
被害をもたらしているニホンジカの被害対策（シャープシューティン
グ）に取組。 

シャープシューティングのイメージ図 
シカによる森林被害 

ニホンジカ 

誘引用の餌を採食している 

２頭のニホンジカ 

②野生鳥獣被害の防除 
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【事例②】 野生鳥獣被害防止の取組 

近畿中国森林管理局 

北海道森林管理局 

関東森林管理局 

中部森林管理局 

九州森林管理局 

林野庁 

東北森林管理局 

四国森林管理局 

事例②－１ 地域課題の解決に向けたシカ被害対策 
（根釧東部） 

事例②－２ 知床におけるシカ被害対策 
（網走南部ほか） 

事例②－３ 広域的なシカ被害対策 
（東北局） 

事例②－４ 地域が一体となったシカ被害対策 
（南信） 

事例②－５ 農林業被害に対応したシカ捕獲 
（鳥取） 

事例②－６ 農・林連携による鳥獣被害防止対策 
（熊本ほか） 

31 

事例②－１ 地域課題の解決に向けたシカ被害対策の取組 

 北海道根室地域では、エゾシカの生息密度が高く、近年、森林や酪農業等への被害が深刻化しています。 

 根釧東部森林管理署では、地域におけるエゾシカ被害の低減を図るため、エゾシカの食料が乏しい冬期に、餌で誘引し大型の
囲いわなを利用した捕獲を行っています。平成26年度は、囲いわなの入り口に設置している落とし扉を、遠隔操作により作動させ
るシステムを導入するなど、捕獲時のエゾシカの逃げ出しを防ぐ工夫をし、10回の捕獲活動で106頭を捕獲しました。また、捕獲し
た個体は食肉等として活用されています。 

（北海道森林管理局 根釧東部森林管理署） 

場     所：北海道根室市 長節地区国有林 
説  明：図は、餌によりシカを誘引し、追い込んで捕獲する囲いわなの構造（左）です。写真は、捕獲したエゾシカの 
             様子（右上）と、自治体等と連携して開催したセミナーで紹介されたジビエ料理の例（右下）です。 

  

【事例②】 野生鳥獣被害防止の取組 

32 
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事例②－２ 知床におけるシカ被害対策の取組 

 知床半島におけるシカによる植生等への悪影響を緩和するため、網走南部森林管理署及び知床森林生態系保全センターで
は、関係機関と連携した個体数管理に取り組んでいます。 

 平成25年度は、署、町及び民間事業者との間で協定を締結し、世界自然遺産地域に隣接し、かつ、銃猟等を用いた狩猟による
捕獲等が実施できない鳥獣保護区内の知床国有林において、オジロワシ等の希少猛禽類に配慮しつつ、囲いわなを用いた生
体捕獲等を実施しました。 

 こうした取組の結果、これまでに132頭のシカを捕獲し、捕獲した個体については食肉等として有効活用されています。 

（北海道森林管理局 網走南部森林管理署ほか） 

場  所：北海道斜里郡斜里町 知床国有林 
説  明：写真は、囲いわなに誘引されるシカの様子（上）と、捕獲されたシカの様子（下）です。 

  

【事例②】 野生鳥獣被害防止の取組 

33 

事例②－３ 東北地方における広域的なシカ被害対策の取組 

 近年、東北地方において、ニホンジカによる農林業被害が増大し、世界自然遺産の白神山地等への生息域拡大も懸念されて
います。 

 東北森林管理局では、森林官の調査等により、県境を越えた広域的な生息状況を把握し、地域や関係機関と連携した被害防
止対策に向けた情報の収集・共有に取り組んでいます。 

 平成26年度は、関係機関や有識者によるニホンジカ被害対策検討会の開催や、白神山地周辺におけるセンサーカメラによるモ
ニタリング、管内全域の国有林内でのチェックシート調査等を実施し、ホームページ等を利用して目撃情報や被害情報等の調査
結果を共有しました。 

（東北森林管理局） 

場  所：東北森林管理局管内 国有林 
説  明：写真は、白神山地周辺においてセンサーカメラを設置する様子（左上） 
      と撮影されたシカの様子（中央）、図は調査用チェックシート（右）です。 

  

【事例②】 野生鳥獣被害防止の取組 

34 
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事例②－４ 地域が一体となったシカ被害対策の取組 

 南信森林管理署では、ニホンジカによる高山植物の食害や農林業への被害が深刻化している南アルプス及び伊那谷地域にお
いて、総合的な被害対策を実施するため、県や市町村、大学とともに「南アルプス食害対策協議会」を設置し、ニホンジカの生息
状況調査や防鹿柵の設置、個体数管理のための捕獲等に取り組んでいます。 

 平成26年度は、協議会構成団体のほか、農業関係者やボランティア、環境省とも連携し、高山植物等の保全に向けた植生調
査や防鹿柵の設置とともに、署職員や猟友会による捕獲活動を実施し、約1,400頭のニホンジカを捕獲しました。 

（中部森林管理局 南信森林管理署） 

場  所：長野県伊那市 黒河内国有林 
説  明：写真は、ボランティア等による防護柵の設置の様子（左上）、捕獲活動としてのくくりわなの設置の様子（右下） 
             です。 

  

【事例②】 野生鳥獣被害防止の取組 

35 

事例②－５ 農林業被害に対応したシカ捕獲の取組 

 鳥取県八頭郡若桜町では、近年、シカを中心とする野生動物がもたらす農林業被害が大きな問題となっています。 

 鳥取森林管理署では、地元の農業関係者等と連携し、わなの設置による捕獲を行い、地域におけるシカの個体数管理に取り組
んでいます。 

 平成25年度には、管内の国有林野及び町内の休耕田に囲いわなを設置し、５頭のシカを捕獲しました。捕獲したシカは、食肉
や鹿皮製品等、地域活性化のための資源として活用されています。 

（近畿中国森林管理局 鳥取森林管理署） 

場  所：鳥取県八頭郡若桜町 
説  明：写真は、囲いわな設置の様子（上）、捕獲されたシカの様子（左下）、食肉加工された鹿肉（右下）です。 

  

【事例②】 野生鳥獣被害防止の取組 

36 
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事例②－６ 農・林連携による鳥獣被害防止対策の取組 

 近年、地域の森林植生や農林産物等に深刻な被害をもたらしているシカは、すみかとする森林とエサ場となる農地との間を移
動するため、個別の対策では限界があることから、九州森林管理局では、九州農政局と連携し、熊本・大分・宮崎の３県にまたが
る地域をモデル区域に選定し、一体的な被害防止対策に取り組んでいます。 

 平成25年度は、九州農政局や地元自治体、猟友会等との合同現地視察検討会や講演会への参加等により、それぞれのシカ
被害対策についての情報共有、地域の実状に応じた効果的な対応策の検討等を行いました。 

（九州森林管理局 熊本森林管理署ほか） 

場  所：熊本県阿蘇郡高森町ほか 
説  明：写真は、現地視察検討会で巾着式あみはこわなの説明をしている様子（上）と、講演会の様子（下）です。 
 

  

【事例②】 野生鳥獣被害防止の取組 
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■ 国土面積と森林面積の内訳 

■ 人工林樹種別面積 

資料：林野庁業務資料（平成24年３月31日現在） 

■ 人工林の齢級別面積 

■ 国産材供給量に占める国有林材のシェア（Ｈ２５） 

資料：林野庁業務資料（平成24年３月31日現在） 
 

資料：林野庁業務資料（平成24年３月31日現在） 

○ 我が国は世界有数の森林国。森林面積（約2,500万ha）が国土に占める割合は約２/３で世界第３位。（国有林は森林の３割） 
○ 我が国の森林の約４割（約1,000万ha）は、人が植え育てた人工林（スギ44％、ヒノキ25％）。（国有林では人工林が３割） 
○ 平成２５年度の国産材供給量は、約２０００万m³。（国有林材のシェアは約２割） 
○ 人工林は保育・間伐等の手入れが必要な森林も多いが、高齢級の森林が増えており、資源として本格的な利用が可能な段階。（国有林
の齢級配置も同様で、10齢級以上の人工林が47％） 

(林齢) 
（万ha） 

10齢級(46～50年生) 
以上の人工林 
52％（民有林） 

カラマツ 
66万ha 
(8％) 
 
 

天然林等 
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(54％) 

 
 

ヒノキ 
40万ha 
(17％) 

 
 

民有林 国有林 

カラマツ 
34万ha 
(15％) 

 
 

天然林等 
529万ha 
(69％) 

 
 

公有林 8％ 
（292万ha） 

私有林 38％ 
（1,449万ha） 

国有林 20％ 
（761万ha） 

森林 66％ 
（2,508万ha） 

市街地・農地等 34％ 
（1,271万ha） 

注1 ： 計の不一致は四捨五入による 
注2 ： 国有林には林野庁所管外のものを含む 

その他 
136万ha 
(17％) 
 
 人工林樹種別面積 

 
 

人工林樹種別面積 
 
 

森林面積 
 
 

森林面積 
 
 

人工林 
232万ha 
(31％) 

 
 

国土面積 
（3,779万ha） 

10齢級(46～50年生) 
以上の人工林 
47％（国有林） 

○国有林の資源と木材供給シェアの状況 

③林産物の安定供給 

38 
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  地域の木材需給が急激に増減した場合の林産物の供給調整への対応を念頭に、国有林材供給調整検討委員会を開催する

など地域の木材価格や需給動向を的確に把握しつつ、林産物の持続的・計画的な供給に取り組みます。また、新たに民有

林と連携した広域での協定取引に取り組みます。 

林産物の安定供給 

 国産材の需要拡大や加工・

流通の合理化等に取り組む製

材工場等に国有林材を安定的

に供給するシステム販売を、

立木についても取り組むな

ど、より一層拡大するととも

に、民有林との連携した販売

も視野におきつつ推進。 

 木質バイオマス発電所等に

向けた未利用間伐材等の安定

的な供給を実施。 

注）システム販売は、間伐材等について、国産材需要拡大や加工・流通の合理化等に取り組
む製材工場等との協定に基づいて安定的に供給するもの。 

・写真 

・キャプション 

国有林材供給調整対策 

市況調査等 
国有林材供給 

調整検討委員会 
供給調整の実施 

 森林所有者、素材
生産事業者、市場等
から出材状況、価
格、荷動き等の情報
を収集 

 市況調査の結果
等を基に本庁及び
局の委員会におい
て、供給調整の必
要性等を検討 

 委員会の検討等を踏
まえ、必要な場合は、 
・供給時期の調整 
・長距離輸送 
・備蓄林からの供給 
を行う 

広域での協定取引の取組 

    

事例  九州森林管理局における供給調整 
 

 平成26年8月に九州森林管理局が開催した国有林材供給調整検討委員会
において、木材の需要動向等を勘案し、安定的な素材供給に努めるととも
に、立木販売による供給の検討が必要との検討結果が出されたことを受
け、九州森林管理局では、立木販売の前倒しを実施しました。 

【販売予定量】       （単位：万㎥） 

      H26予定 H26実績 H27予定 

素材販売量   241 247 244 

  うちシステム販売 144 142 154 

立木販売量   371 205 495 

  うちシステム販売 1 2 7 

注）：立木販売量は立木材積で、素材販売については素材（丸太）材
積で示している。 

      

木質バイオマス燃料として搬入した間伐材 

（九州森林管理局） 

新たな木材需要創出総合プロジェクト（H27新規事業） 
 
 新たな地域材需要創出のための製品・技術の開発・普及促進
や、木材利用の拡大、地域材の安定的・効率的な供給体制の構築
等を図る「新たな木材需要創出総合プロジェクト」の一部とし
て、森林所有者等と連携して作成する広域原木流通構想に基づ
き、ストックヤードの整備等を実施し、民有林と連携した広域で
の協定取引等を推進します。 

○国有林材の安定供給の取組 

39 

平成26年(度) 平成25年(度) 

国産材供給量 1,991 1,965 

国有林材供給量 
（国産材供給量に占める割合） 

 355 
 （18％） 

 359 
 （18％） 

国産材供給量に占める国有林材（丸太）の割合 （単位：万ｍ3）
 

注：１ 国産材供給量は年計、国有林材供給量は年度計。 
  ２ 国有林材供給量は、立木販売量（H26：228万ｍ3 ）を丸太換算した推計量 
    （H26:108万ｍ3 ）と素材販売量（H26:247万ｍ3 ）の合計。 

○ 持続的・計画的な林産物の供給 
 国有林では、森林整備の結果として生産される間伐材等の政策的な供給により、地域における安定供給体制の整備等を図
り、木材の持続的・計画的な供給に努め、国産材供給量の約２割の木材（丸太）を供給しており、地域の林業・木材産業の
活性化に努めるとともに、これまで未利用であった小径木等についても安定供給を通じて、新たな需要の開拓に取組。 

H22 H23 H24 H25 H26 

素材販売量 198 213 236 250 247 

うち、 
システム販売量 

88 
(44％) 

94 
(44％) 

111 
(47％) 

125 
(50％) 

141 
(57％) 

「システム販売」による素材販売量の推移 （単位：万ｍ3）
 

Ａ．国有林材の安定供給システムによる販売 

システム販売の仕組み 

森林管理局長は、公募（企画競争）により選定した合板工場等と協
定を締結。立木や森林整備で出材する間伐材等を協定に基づき安
定的に販売。 

協定を締結 

丸太を販売 

国有林 合板工場等 

40 

公  告 

審 査 
協定締結 

売買契約 

森林管理局長が、毎年度、販売数量や樹種、材種
等、システム販売の条件等を公告し、需要者を募
ります。 

需要者は、申請書とともに企画提案書を提出しま
す。複数の工場等が共同して提案することも可能
です。 

申請内容の審査を経て、森林管理局長と需要者は
安定供給に関する「協定」を締結します。 

システム販売協定に基づき、森林管理署長等は協
定者と売買契約を結び、丸太等を販売します。 

審査のポイント 

申  請 

各森林管理局では、以下の例で示す事項等を考慮し審査を
行っています。 

（例）○ 加工・流通にかかるコストの縮減に取り組むもの
か。 
○ 外材の代替として国産材の利用を増やそうとするも
のか。 
○ 細かい径級の丸太や曲がりのある丸太などを幅広く
受け入れるものか。 
○ 新製品の開発・木材輸出など需要拡大に取り組んで
いるものか。 
○ 地域の林業・木材産業への貢献が図られるものか。 
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 ○ 民有林の参画により、安定供給可能量がさらに拡大（民有林材のシェアは国産材の約８割） 
 ○ 民有林の施業集約化の推進や民有林・国有林が連携した森林共同施業団地設定へのインセンティブ  
 ○ 協定締結者のメリット  
    ・ 民有林所有者 → 材価の下支え、安定した販売先の確保 
    ・ 製材工場や合板工場 → 国有林のみではなく民有林を含めた安定した調達先の確保 

民有林所有者 

国有林 

公
募 

○ 施業の集約化 
○ 森林共同施業団地の設定 
等に取り組む者を公募 

大口需要者等 民有林・国有林の連携 

価格や供給量については、
樹材種や供給可能量が違
うため、それぞれが独自に
判断 

樹材種、期間、数量に
ついて協定し供給 

樹材種、期間、数量に
ついて協定し供給 

協定の締結 

民国連携したシステム販売に参加した民有林所有者等 

年度 連携した民有林所有者等 

平成22年度  山林所有者（法人）2 （九州森林管理局） 

平成23年度  山林所有者（法人）2、県有林1 （九州森林管理局） 

平成24年度  山林所有者（法人）5、県有林1、林業公社1 （九州森林管理局） 

平成25年度  山林所有者（法人）6、県有林1、林業公社1  （東北、九州森林管理局） 

平成26年度 
 山林所有者（法人）4、森林組合6、道県有林２、市町村有林２ 
 林業公社1、森林農地整備センター１ 

（東北、関東、中部、九州森林管理局） 

Ｂ．民有林と連携したシステム販売 

41 

【システム販売公告】  関東森林管理局の例 

① ホームページのトップページから「公売・入札情報」をクリック 

② 「公売・入札情報のご案内」から「林産物の売払情報」をクリック 

42 
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③ 「平成２７年度「国有林材の安定供給システム販売（第５次）の募集について」」から 
 「公売公告」、「物件一覧表」をクリック 

④公売公告 

⑤物件一覧表 

43 

○ 国有林野事業において、一般会計に移行した平成25年度以降、管理経営基本計画に価格急変時の
供給調整機能の発揮を国有林野の林産物の供給に関する事項に位置づけ。 

○ 具体的には、民有林や木材の加工・流通関係者、有識者等からなる「国有林材供給調整検討委員
会」を設置し、地域の需要動向等を的確に把握し、必要に応じて追加供給等の対応を実施。 

年
度 

委員会
開催月 

局 対応の内容 

25 

1月 北海道 年度内に素材約３万ｍ3の追加供給を実施。 

12月 
近畿 
中国 

年度内に素材生産量約2.5万ｍ3及び立木販売
約1.6万ｍ3の前倒しを実施。 

11月 九州 年度内に立木販売約６万ｍ3の前倒しを実施。 

26 8月 九州 
10月末までに立木販売約8.7万ｍ3の前倒しを実
施。 

局国有林材供給調整検討委員会 
（原則、四半期に１回開催） 
 

市況調査の結果等を基に供給 
調整の必要性を検討 

中央国有林材供給調整検討委員会 
（原則、年に１回開催） 
 

森林管理局からの報告を基に供給
調整の必要性を検討 

検討結果の報告 市況調査結果等
の情報提供 

検討結果の報告 市況調査結果等
の情報提供 

森林管理局 
 

森林管理署からの報告の取りま
とめ 
 

委員会の検討結果を受け、 
必要により供給調整を実施 

林野庁 
 

森林管理局からの報告の取り 
まとめ 
 

委員会の検討結果を受け、 
必要により供給調整を実施 

報 告 

指 示 

報 告 指 示 

  

森林管理署等【情報の収集・分析】  
 委託等により、市況調査を毎月実施 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象者 収集情報 

森林所有者 
素材生産事業者 
森林組合 

出材の状況 

原木市場 
製品市場 

原木の価格、荷動き 

製材工場 
合板工場 
チップ工場 

原木の受入れ状況、 
原木・製品の在庫状況 

 

【供給調整の実施】 
 

○原木の供給時期等による供給調整 
 ・市場等への丸太の供給時期の調整 
 ・立木販売箇所の搬出期間の延長      
 等による供給調整 
  

対応の実施 

＜国有林材の供給調整の実施状況＞ ＜国有林材の供給調整の検討体制＞ 

※ 平成26年度においても各局で検討委員会を開催しているが、検討の結果、
供給調整の必要はないと判断。 

Ｃ．供給調整の取組 
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近畿中国森林管理局 

北海道森林管理局 

関東森林管理局 

中部森林管理局 

九州森林管理局 

林野庁 

東北森林管理局 

四国森林管理局 

【事例③】 林産物の安定供給等 

事例③－３ 民有林と連携した安定供給システム販売 
（由利） 

事例③－４ 民有林と連携した未利用間伐材の活用（群馬） 

事例③－６ 森林共同施業団地の設定と安定的な木材供給 
（木曽） 

事例③－５ 安定供給システム販売（九州局） 

事例③－７ システム販売による小径木の需要拡大 
（大分西部） 

事例③－１４ ○高○国（マルコウマルコク）木曽ヒノキ（木曽） 

46 

事例③－１ 安定供給システム販売の推進（四国局） 

事例③－２ 安定供給システム販売（関東局） 

事例③－８ 未利用間伐材・林地残材の活用（近畿中国局） 

事例③－９ 木材需要拡大と未利用材の有効活用（中部局） 

事例③－１０ 林地残材・未利用材の活用（東北局） 

事例③－１１ 共用林野を活用した地域振興（最上） 

事例③－１２ ホームページでの木質バイオマス発生情報の発信 
（北海道局） 

事例③－１３ 「初回間伐箇所等の立木販売」や 
         「林地残材等の山本処分」 

（九州局） 

事例③－３ 民有林と連携した安定供給システム販売の取組 

 由利森林管理署では、地域における川上・川中・川下の関係者と連携し、木材を低コストで安定供給し、需要者に信頼さ
れる木材供給体制づくりを推進しています。 

 民有林と連携して施業集約化を進め、木材生産コストの低減に努めるとともに、平成26年度には間伐材等の搬出時期を
調整し、民有林と国有林の協調出荷によるシステム販売を実施し、民有林材約1,200㎥と国有林材約2,700㎥を出荷しまし
た。民有林材と国有林材をまとめて出荷することにより、従来、供給量が小さく、販路の確保が困難であった民有林の低質
材の供給先が確保され、製材工場等に対しても年間を通じて、まとまった量の木材を安定供給することが可能となりました。 

                      （東北森林管理局 由利森林管理署） 

場  所：秋田県由利本荘市 
説  明：写真は、民有林所有者と施業や間伐材の搬出について打合せを行っている様子（左上）と、共同 
             施業団地から搬出された国有林材（右下）です。 
 

【事例③】 林産物の安定供給等 

49 
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事例③－４ 民有林と連携した未利用間伐材の活用に向けた取組 

 近年、国産材の用途が製材から合板、バイオマス燃料まで広がる中で、未利用間伐材を含めた木材の有効活用と安定供
給体制づくりが重要となっています。 

 群馬森林管理署では、民有林において森林経営計画を策定している地元森林組合と連携し、従来は林地残材となる物も
含め、民有林材約400ｍ3、国有林材約5,500ｍ3の間伐材を集成材用材（ラミナ）や木質バイオマス発電用材として供給しま
した。 

 民有林と国有林の協調出荷により販路が確保され、需要に応じた安定供給が可能となり、地域における未利用間伐材等
の活用を促進しました。 

                 （関東森林管理局 群馬森林管理署） 

場  所：群馬県高崎市 
説  明：写真は、間伐を実施した林分の様子（上）と、国有林材と協調して出荷される民有林のスギ短尺材 
             （左下）及びスギ端材（右下）です。 
 

【事例③】 林産物の安定供給等 
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事例③－５ 安定供給システム販売の取組 

 九州森林管理局では、国有林材等の需要・販路を確保し、地域における木材の安定供給体制の整備や需要拡大を図る
ため、国有林材を安定的に供給する「安定供給システム販売」に取り組んでいます。また、民有林における施業集約化の取
組や、間伐材の木質バイオマス利用等を推進するため、民有林と連携したシステム販売も実施しており、平成26年度は、局
管内の民有林材2.3万ｍ3を含む約32万ｍ3の素材（丸太）や立木についてシステム販売を行いました。 

（九州森林管理局） 

場  所：宮崎県都城市 
説  明：写真は、システム販売により素材（丸太）供給を行った工場（左）と、工場の土場の様子（右）。 

【事例③】 林産物の安定供給等 

51 
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事例③－６ 森林共同施業団地の設定と安定的な木材供給の取組 

 木曽森林管理署では、木曽谷流域内の町村や森林組合、木材流通業者等との間で平成25年度に締結した森林整備推
進協定に基づき、木祖村及び木曽町開田高原の民有林と国有林の全域を対象とした森林共同施業団地26,395haを設定し
、森林整備や路網作設を連携して進めています。 

 また、協定締結者を対象に、木曽森林管理署の薮原土場を利用し、本団地で生産される民有林材と国有林材を集約する
中間土場として活用するとともに、民有林材との協調出荷によるシステム販売※を実施し、地域材の流通効率化や木材供給
の安定化を進めており、平成26年度には本団地から民有林材・国有林材合わせて約7,000ｍ3の木材を出荷しました。 

（中部森林管理局 木曽森林管理署） 

場  所：長野県木曽郡木祖村 
説  明：写真は、森林共同施業団地内での集材作業の様子（左上）と、薮原土場へ運び込まれる団地内の 
             民有林材の様子（右下）です。 

【事例③】 林産物の安定供給等 
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事例③－７ システム販売による小径木の需要拡大に向けた取組 

 再生可能エネルギーの一つである木質バイオマス発電の取組が各地で始まるなど、未利用材等の需要拡大の動きが出
ています。 

 大分西部森林管理署では、平成25年度に管内で運転を開始した木質バイオマス発電施設に対し、「システム販売」により
、まとまった量の間伐材を安定供給しており、これまで未利用であった小径材の販路の拡大に取り組みました。 

（九州森林管理局 大分西部森林管理署） 

場  所：大分県日田市 
説  明：写真は、木質バイオマス燃料として搬入した間伐材（上）と、木質バイオマス発電施設（下）です。 

【事例③】 林産物の安定供給等 
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事例③－１１ 共用林野を活用した地域振興に向けた取組 

 平成24年度の「国有林野の管理経営に関する法律」の改正により、従来、山菜やきのこ類、自家用の薪等の採取に目的を
限られていた共用林野が、バイオマスエネルギー源としての共同利用のための林産物の採取を目的として設定することが可
能となりました。 
 最上支署では、平成26年度に、町と地域の関係者による「最上町木質バイオマスエネルギー利用協議会」と、木質バイオ
マスエネルギーの供給を目的とした共用林野契約（151.21ha）を締結しました。協議会では、共用林内の広葉樹を活用し、
町内の保健福祉施設等への熱源供給の安定化に取り組むこととしています。 

（東北森林管理局最上支署） 

場  所：山形県最上郡最上町菅ノ沢国有林 
説  明：写真は、共用林野に設定した林分（左）と、民有林材を破砕するチップ製造器の様子（右）です（国有林材の燃料利用 
      は平成28年度からの見込み）。 
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【事例③】 林産物の安定供給等 

事例③－１２ ホームページでの木質バイオマス発生情報の発信 

 北海道森林管理局では、林地未利用材を資源として有効利用している木質バイオマス関連事業体などへ森林整備を
行った際に発生する林地未利用材の発生情報を発信しています。 

（北海道森林管理局）  

林地未利用材の発生情報の発信 
 

・切捨間伐や林道工事等により発生した林地未利用材の情
報を提供しています。  
 
・販売方法は一般競争入札となります。  

 造材端材の発生情報の発信 
 

・造材作業時に端材（木の根元先端部など）の発生が見込ま
れる伐採情報を提供しています。  
 
・購入を希望される方は、造材端材発生見込情報一覧の造
材作業実施者に連絡してください。  
 
・ただし、端材は有償となりますので、立木買受者との間で
直接取引することになります。  

58 

【事例③】 林産物の安定供給等 
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① ホームページのトップページから「公売・入札情報」をクリック ② 「林産物（立木・素材）の売払情報」の「立木の部・その他の部」をクリック 

木質バイオマス発生情報のホームページでの閲覧方法 

59 

④ 「造材端材発生見込情報」または「林地未利用発生情報」の「森林管理署
名」をクリック 

③ 「立木の部、バイオマス・その他の部」の「木質バイオマス発生情報提供」を 
クリック 

※更新時点で有効な情報には、更新年月日欄に「Ｎｅｗ！」を付しています。 

60 
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木質バイオマス発生情報の利用方法 

61 

事例③－１３  「初回間伐箇所等の立木販売」や「林地残材等の山元処分」に関する取組 

 九州森林管理局では、木質バイオマス発電の稼働により需要が拡大する原料材の供給については、素材のシステム販売
（Ｃ材）によるほか、「初回間伐箇所等の立木販売」や「林地残材等の山元処分」についても積極的に実施しています。 

（九州森林管理局）  

62 

【事例③】 林産物の安定供給等 
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① ホームページのトップページから「木材の供給情報」をクリック 

「林地残材等の山元処分」のホームページでの閲覧方法 

② 「木材の販売」の「４．「初回間伐箇所等の立木販売」、「林地残材等の
山元処分」の情報」をクリック 

63 

③ 「林地残材等の山元処分について」の「林地残材等の山元処分対象箇所
（平成○○年○月）」をクリック 

④ 「林地残材等の山元処分対象箇所」の例 

64 
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事例③－１４ 「○高○国（マルコウマルコク）木曽ひのき」の取組 

 木曽森林管理署及び南木曽支署では、木曽ヒノキの将来的な代替材を目指し、成熟期を迎える高齢級人工林のヒノ
キ良質材のブランド化に取り組んでいます。 

 長野県木曽谷国有林の人工林から産出された80年生以上のヒノキ材を「○高○国木曽ひのき」と名付け、樹齢に応じ
て３つに区分された印を明記し、平成25年度より本格的に販売を始めました。 

（中部森林管理局 木曽森林管理署ほか） 

場  所：岐阜県中津川市 
説  明：写真は、委託土場にまとめられた○高○国木曽ヒノキ材（上）と、120年生以上の○高○国木曽ヒノ 
      キであることを示す印（下）です。 

【事例③】 林産物の安定供給等 
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《事例》 地域文化の継承や伝統産業の振興に向けた檜皮供給      
 

    〔山口県岩国市〕 （近畿中国森林管理局 山口森林管理事務所） 

（参考） 地域振興への寄与 
 林産物の安定供給や国有林野の貸付・売払い、事業の民間委託や技術指導等による人材育成等を通じて、地域産業の振興
や地域の活性化、住民福祉の向上等に貢献。 

採取後、集積された檜皮 

 ヒノキ高齢級林分からの檜皮供給を積極的に行い、伝統建築物
等への資材提供、原皮師の技術継承等に貢献。 

原皮師による檜皮採取の様子 
もとかわし ひわだ 

遷宮諸祭の一つである 

立柱祭（御正殿の御柱を 

たてるお祭り）の様子 

国有林から供給した 

木曽ヒノキ 

 平成25年の「式年遷宮」の際に必要な材料として民有林からの供
給が期待しにくい大径長尺材（木曽ヒノキ）等を供給。 

《事例》 伊勢神宮の式年遷宮行事への木材供給              

 〔三重県伊勢市、長野県木曽郡王滝村〕                   

（中部森林管理局 木曽森林管理署、東濃森林管理署） 

樹 種 名 平成26年度 （参考）平成25年度 

ヒ   バ 1.1 1.1 

木曽ヒノキ 0.1 0.1 

民有林からの供給が期待しにくい樹種の素材（丸太）供給実績 
（単位：万ｍ3）
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事例 関係機関の連携による年間事業量の公表 

 中部森林管理局では、森林整備や木材の安定供給の担い手である林業事業体や木材加工流通業者が、年間を通じて計画的に事
業を実行し、機械化や人材の確保・育成等を推進できるよう、地域の公的機関と連携した事業情報の提供に取り組んでいます。 

 平成26年度からは、長野県及び岐阜県内の民有林に係る公的機関と連携し、個々の機関がそれぞれの計画・発注している造林や
間伐等の事業について、各県の地域ごとに年間事業予定量を集約・公表することにより、林業事業体等の計画的な事業実行体制の構
築に貢献することとしています。 

（中部森林管理局） 

【参考】 民有林や関係機関と連携した取組 

場  所：長野県、岐阜県 
説  明：図は、各公的機関が
それぞれの計画等を通じて発
注等を行っていた従来の体制
（上）と、民有林と国有林の公
的機関が連携し、地域ごとに
事業情報を提供する新たな体
制（下）のイメージです。 

木材

国有林
（森林管理署等）

造林

県
（地方出先機関）

下刈

森林総研 除間伐

林業公社
（地方出先機関）

素材生産
（搬出間伐等）

木材加工
流通事業者

個別に発注・補助事業計画を行うため、林業事業
体は地域の事業量の全体像が分からない。

木材加工流通事業者も、地域の素材生産量の見
込みが分からない。

発注公告や補助事業の計画等を通じた情報

林業事業体

事業量の情報
造林・保育面積
（造林、下刈、除間伐）

素材生産面積・材積等

県で事業量の情報をとりまとめ、地域ごとに公表

林業事業体

木材加工
流通事業者

地域ごとの造林、保
育、素材生産等の事
業量を把握すること
ができ、年間の事業
計画や今後の投資
計画の作成、人材の
育成・確保等が行い
やすい環境となる。

国有林
（森林管理署等）

県
（地方出先機関）

森林総研

林業公社
（地方出先機関）
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進めています！ 
安定供給システム販売 

～ 森林と地域を活力あるものに 
～ 
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協定 

 
 

 国有林材の安定供給システム販売（以下、「システム販売」）は、需要者と事前に安定供給の
協定を締結し、丸太等を直接安定的に供給する販売方法です。地域の林業・木材産業の活性化や
新たな需要開拓に貢献できるよう、今後より一層推進していきます。 

Ｑ. どんなものがシステム販売の対
象？ Ａ．システム販売の対象は次の林産物です。 

【製品販売（丸太）】 
 「一般材」「低質材」の他、「末木」「枝条」
「端材」と多岐に渡ります。ただし、青森ヒバ
や木曽ヒノキ等の優良材は対象外です。 

【立木販売】 
  人工林で、一般材や低質材が生産される比率

が高い立木が主体をなす林分です。 
  ただし、青森ヒバや木曽ヒノキ等の優良材が

生産される林分は対象外です。 

製材・合板工場等 
国有林の間伐材

等 
素材生産業者等 

Ｑ. どんな製材工場等が対象？ 

Ａ. 対象となる製材工場等は次の通りです。 

【製品販売】 
「製材工場」「合板工場」「製品規格の

統一化を図り共同出荷を行っている協同
組合その他木材加工事業者」「原木市場
その他木材流通機能を有する事業者」
「住宅メーカー」及び「木質バイオマス
発電所その他木材を加工した製品を利用
する事業者」「木材輸出業者」など幅広
い事業者が対象です。 

【立木販売】 
「協定を結びたい森林管理局管内で素材

生産業又は製材業等を行う事業者」及び
「上記（製品販売）対象者のうち管内の
素材生産業者と協定を結んだ事業者」で
す。 

協定 

製品（丸太）を販売 立木を販
売 

森林整備の推
進 

間伐材等の需要拡大 

『直送、大量、安定』で供給 
するシステム販売を展開 

地球温暖化防止対策とし
て、間伐等の森林整備を
推進 

大量かつ安定的な供給によ
り、間伐材等の需要を拡大 

間伐材を低コスト
に供給することが
課題 

需要開拓に向けた
安定供給が課題 

Ｑ. 立木のシステム販売って？ 

Ａ．複数の立木販売物件をまとめて協定を結び、 
数年単位の長期間にわたって物件を安定供給す
る販売方法です。 
 「複数年の協定」「搬出期間は売買契約から
原則3年以内」といった協定内容で実施してい 
ます。 

 
 

 協定の締結にあたっては、前もって供給量等を公告して需要者を募り、申請者からの提案を
審査し選考する企画競争方式を採用しています。 
 審査の中で重視されるのは、加工・流通コスト低減の取組や国産材利用推進の取組、新しい
製品・利用法の開発の取組などの提案であり、国産材の新たな需要開発や用途の広がりにつな
がるよう努めています。 

公  告 

審 査 
協定締
結 

売買契約 

森林管理局長が、毎年度、販売数量や樹種、材種等、
システム販売の条件等を公告し、需要者を募ります。 

需要者は、申請書とともに企画提案書を提出します。
複数の工場等が共同して提案することも可能です。 

申請内容の審査を経て、森林管理局長と需要者は安定
供給に関する「協定」を締結します。 

システム販売協定に基づき、森林管理署長等は協定者
と売買契約を結び、丸太等を販売します。 

審査のポイント 

製材工場Ａ 
 
 

システム販売の協定例 

森林管理局長 
（国有林材） 

協
定 

 今まで外材を使用してきた
が、原材料を国産材に切り替
えるため、国産材用の工場設
備を新規導入した。 

 製材工場と集成材用ラミ
ナ製造工場が共同で協定を
締結。 
 一部の並材は製材に使用
し、曲がり材は集成材用の
ラミナとして利用すること
で、間伐材を余すことなく
有効に利用している。 

協
定 

製材工場B 
 
 

ラミナ工場C 
 
 

申  請 

各森林管理局では、以下の例で示す事項等を考慮し審査を行っています。 

（例）○ 加工・流通にかかるコストの縮減に取り組むものか。 
○ 外材の代替として国産材の利用を増やそうとするものか。 
○ 細かい径級の丸太や曲がりのある丸太などを幅広く受け入れるものか。 
○ 新製品の開発・木材輸出など需要拡大に取り組んでいるものか。 
○ 地域の林業・木材産業への貢献が図られるものか。 
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編集・発行 
 林野庁 国有林野部 業務課 供給企画班 
 

  東京都千代田区霞が関１－２－１ 
  03-3593-1675 （直通） 
  http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/ 

○ 北海道森林管理局 資源活用第一課 TEL：011-622-5247 
           資源活用第二課 TEL：011-622-5248 
           http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/ 

○ 東北森林管理局 資源活用課 
   TEL：018-836-2130 
   http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/ 

○ 関東森林管理局 資源活用課 
   TEL：027-210-1186 
   
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/ 

○ 中部森林管理局 資源活用課 
   TEL：026-236-2681 
   
http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/ 

○ 近畿中国森林管理局 資源活用課 
   TEL：06-6881-3527 
   http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/ 

○ 四国森林管理局 資源活用課 
   TEL：0888-21-2170 
   http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/ 

○ 九州森林管理局 資源活用課 
   TEL：096-328-3651 
   http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/ 

  システム販売の申請書様式や手続き等詳しい内容は、下記までお問い合わせください。 

お問い合わせ先 

森林所有者・森林組合の皆さん！ 
  国有林材と協調出荷しませんか？ 

～～ 民有林と連携した木材の安定供給 ～～ 

 国有林は、民有林と連携して原木の安定供給体制づくりを進めるとともに、民有林
における施業の集約化、未利用間伐材等の有効利用等の取組をサポートします。 
   国有林では、協定を結び、林産物の販売を連携して行う民有林所有者（素材生産者
や民有林管理者を含む）の方を募集しています。 
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