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要旨 

「森林・林業再生プラン」は問題山積状態の林業にとって、「ラストチャンス」とも言われていま

す。プランの実施により 10年間で国産材自給率 50%以上を目標とするものであり、達成における重要

な鍵は林業事業体であると考えました。林業事業体にどんな影響・変化がもたらされるのか、林業関

係者から考えや意見を聞くことで林業事業体に入ったと仮定した自分に、何が必要なのか、どうすれ

ばよいか、を見つけ出すこととしました。 

 

 

1 はじめに 

平成 24 年度から「森林・林業再生プラン」が実施されます。このため林業・林産業界やそれを取

り巻く多くの人々、果ては将来を考える学生にとっても、プラン実施による影響を予見することが重

要と考えました。 

 

 

2 調査手法 

研究・調査に関しては林業関係者への(1)（定量分析用の）アンケート（2 種類）、(2)（定性分析用

の）ヒアリングを軸に置き、(3)文献調査を補助的資料として用い、総合的な検討・多面的な検証を行

うこととしました。 
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(1)アンケート 

ア【「森林・林業再生プラン」アンケート】 

社団法人日本森林技術協会が「森林技術（2011.2 月発行）」で 誌上アンケートを実施しています（「森

林技術（2011.6 月掲載）」）。東京大学大学院農学生命科学研究科農学特定研究員 當山啓介氏に森林

組合、民間事業体の回答を抜粋したデータを 8/26 に提供してもらい、検討しました。 

［回答者の内訳］ 

森林組合：82 名  

民間事業体：114 名（林業事業体 66名、林業経営者 48名）  

 

イ【岐阜県内の森林組合・民間事業体へのアンケート】 

今回、岐阜県内 20の森林組合に対して 9 月 14日にアンケートを発送し、9 月 21日から 10 月 13日

の間に全組合から回答を得ることができました。また県内の認定事業体を中心した 37社宛に 10月 8

日にアンケートを発送し、10 月 13日から 31日までに 32社(回収率:86.5%)から回答を得ました。 

 

(2)ヒアリング 

ア【岐阜県森林組合連合会、県内外の 6 森林組合と 5民間事業体の 11事業体】 

イ【岐阜県林政部、美濃市周辺の 3市】 

ウ【林野庁への電話（2 回）】 

エ【岐阜県外の 5森林組合連合会】 

オ【岐阜県外の 31道府県】      

 

(3)文献調査 

ア【「森林組合の事業経営動向」第 21-23 回森林組合アンケート調査結果（農林金融研究会）】 

イ【2010・2005 年度「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（農林水産省）】 

ウ【2009 年度「林業経営に関する意向調査結果」（農林水産省）】 

エ【2007 年度「林業経営体の森林施業に関する意向調査結果」（農林水産省）】 

オ【2005 年・2010年「農林業センサス」（農林水産省）】 

 

 

3 実施結果 

(1)【「森林・林業再生プラン」アンケート集計抜粋結果より】 

Q1.プランにどの程度関心がありましたか？ 

→森林組合は民間事業体よりプランに対する関心が高い。 

森林組合が「1.森林・林業再生に向けた改革の姿をほぼ全文読んでいる」57%、「3.ほとんど知らな

かった」0%に対し、民間事業体はそれぞれ 46%、6%と「全文」では 11ポイント低い数値となっていま

す。 

 

Q2.森林・林業再生プランの実施により我が国の森林・林業の再生が進むと期待できますか。 

→期待度は森林組合と民間事業体で大きく異なる。 
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森林組合で見ると（1.大いに期待できる＋2.期待できる＝）「できる派」40%、（3.あまり期待でき

ない＋4.期待できない＝）「できない派 50%」（差-10%）。民間事業体で見ると「できる派」55%、「でき

ない派」34%（差+21%）となっており、プランに対する期待度が森林組合と民間事業体とで大きく異な

ることが分かりました。 

 

Q3.10 年後の木材自給率 50%以上が目標として掲げられていることを、どのように考えますか。 

→「可能」、「高すぎる」の回答を見ると森林組合と民間事業体で認識の差が伺える。 

最も多いのは森林組合、民間事業体ともに「2.達成できるかどうかに係わらずそれを目標とすべき」

でそれぞれ 38%、46%となっています。森林組合と民間事業体で「努力しなければならないが達成は可

能」は 2%、11%、「4.木材自給率 50%は高すぎて無理がある」が 11%、2%と逆転状況となっており、プ

ランの実行性や可能性に関する認識の差が伺えました。 

 

Q4.森林組合が地域の森林の管理・経営に適切・十分な役割を果たすようになると考えますか。 

→組合が「良くなる」、との回答は 10％程度。 

森林組合では「5.森林組合のあり方は地域の実態によるべきであり強制的なことは行うべきではな

い」（45%）が最も多く、「4.改革に対応できる組合とそうでない組合に二分化する」（26%）が続き、プ

ランの実施による地域差を無視した一律化や弱体化を危惧していることが伺えます。民間事業体では

「二分化」31%、次いで「2.これまでの実態から急に変わることは困難である」25%となっており、「2.

これまで以上に良くなると期待できる」との回答は 10％程度と両者ともに低値でした。 

 

(2)【岐阜県内事業体の「森林・林業再生プラン」に関するアンケート集計結果より】 

Q1.「森林・林業再生プラン」についてどの程度ご存知ですか？ 

→森林組合と民間事業体で理解度に大きな差が出た。 

森林組合で「①『森林・林業の再生に向けた改革の姿』等も読んでおり、ほぼ把握している」が 90%

を占めるのに対し、民間事業体では 50%しかなく、「③名称は聞いたことがあるが、あまり知らない」

との回答も 19%見られ、理解度については森林組合がかなり高いという結果となりました。情報収集

する側の意識や提供する側の手法の問題があるのではないかと感じた結果でした。 

 

Q2.「森林・林業再生プラン」で評価できる点があれば挙げてください。 

→森林組合はイコールフッティングを評価していない。 

森林組合では「①『国産材自給率 50%以上』という目標が掲げられ、一定の事業量増が見込まれる

こと」と「④集約化が推進され、効率的な作業が可能になる」が 35%を占め、民間事業体では「一定

の事業量増」と「③森林組合と民間事業体の『イコールフッティング（機会均等）』が担保されたこと」

が 31%となっています。民間事業体の約 3 割は「イコールフッティングの担保」を評価しているのに

森林組合は 0件となっており、全く評価していません。 

 

Q3.「森林・林業再生プラン」で問題だと感じる点があれば挙げてください。 

→森林組合は施業放棄地、民間事業体は現場との乖離。 

森林組合で見ると最も多い回答が「③採算が合わないところについては施業放棄地となる可能性が
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ある」65%、次いで「②補助金制度の変更などにより、経営難に陥る森林組合・民間事業体が出てくる」

35%ですが、民間事業体で見ると「①目標に現実味・具体性がなく、実際に施業を行っている現場との

乖離がある」50%、次いで「施業放棄地」28%とここでも両者の差異を認めることができます。具体的

には森林組合では組合員目線、民間事業体では事業内容や量や関しての危惧を感じるところが多いと

思われます。 

 

Q4. 貴事業体にとって「森林・林業再生プラン」をどのように捉えていますか？ 

→約４割が事業量減、経営的に苦しくなると考えている。 

森林組合・民間事業体の 4割が「②事業量は減少、あるいは不安定になり、経営的に苦しくなると

考えている」と回答しており、補助金制度の変更や伐り捨て間伐が減少し利用間伐へ移行していくこ

とへの危惧かと考えられました。また民間事業体の 25%が「④わからない」と回答しており、プラン

の不透明さを示す結果だと感じました。 

 

Q5.今後、行政（県・市町村）に求めることは何ですか？ 

→費用補助に対する要望が高い。 

森林組合の 80％、民間事業体の 56％が「①森林整備や環境保全に関する税制度の創設や補助金制

度の充実」と回答しており、依然として経済的支援への要望が高くなっています。次いで「③集約化

の推進に関する協力体制」が 25%、28%となっています。「⑦特になし」はともに 0%で行政には何かし

らの要望や期待があることが分かりました。 

 

Q6.森林組合には民間事業体に、民間事業体には森林組合に対して「求めること」は何ですか？ 

→互いに「地域内の役割分担」、「集約化推進」という考えが示された。 

森林組合の回答としては「①地域内での明確な役割分担」が 8件と最も多く、「③森林施業の集約

化への協力」と「④特になし」がそれぞれ 5件でした。民間事業体では「②施業地集約化の推進」が

12件と最も多く、次いで「④地域内での明確な役割分担」が 9件、「①事業の安定的な供給」が 8件

となっています。これから推測すると森林組合が施業地集約化を行い、民間事業体がその中で施業を

行う図式が垣間見え、概ね両者の方向性や利害は一致しているように感じられました。 

 

Q7.森林施業の集約化・合意形成は進むと思いますか？ 

→森林組合の 2/3、民間事業体の半数以上が「それほど進まない」は進むと回答。 

（①かなり進むと思う＋②今までよりも進むと思う＝）「進む派」が森林組合 65%に対し、民間事業

体では 22%。（③それほど進まないと思う＝）進まない派は森林組合 25%に対し、民間事業体では 56%

と大きな開きが見られました。民間事業体は「④わからない」も 22%を占め、今後の集約化に対する

進捗の不透明さを表す結果となりました。 

 

Q8.「森林管理・環境保全直接支払制度」について、どう思いますか？ 

→「以前の補助金制度が望ましい」が半数以上を占める。 

森林組合の 55%、民間事業体の 56%が「②助成される範囲が狭い、額も減少など以前の補助金制度

の方が望ましい」と回答しており、直接支払制度肯定派は少数でした。また民間事業体の 28%が「④
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わからない」と回答しており、現段階で制度変更が浸透していないことを伺わせました。 

 

Q9.生産性向上、低コスト化に向け、今後取り組みたいと考えていることは何ですか？ 

→森林組合は路網整備だが、民間事業体は複数選択。 

最も多かった回答は森林組合で「②路網の整備・拡充」が 35%、民間事業体では「②路網整備・拡

充」、「③施業地の集約化の推進」、「④人材確保・育成、技術力の向上」がそれぞれ 28%と分散、複数

選択となっており、民間事業体各々によって重点と考える課題に違いがあることが分かりました。 

 

～アンケートから見えてきたものは…～ 

＜ア「森林・林業再生プラン」アンケート集計＞  

■森林組合は民間事業体以上に大きな変化があると予想。  

（ア）森林組合のプランに対する期待の薄さと達成意欲の低さ  

（イ）森林組合への期待の薄さ、二分化予測  

（ウ）プラン実施後の変化に対する不安  

＜イ岐阜県内事業体アンケート＞  

■森林組合・民間事業体ともにプランに対して評価よりも不安視。  

（ア）補助金制度の変更、減額への不安  

（イ）施業放棄地の増加や現場との乖離  

（ウ）事業量の減少による経営難を予想  

 

(3)ヒアリング結果より（多数、あるいは特徴的な意見を掲載） 

[森林組合と民間事業体に共通する意見］ 

ア 公共事業で仕事をしていたところは淘汰されていき、吸収合併、減少となる（3 件） 

イ 効率化とともに素材生産などの能力を高めていく必要がある。保育に特化している事業体は

減少し、生産に移行（3 件） 

ウ お互いの強みを生かした分業・協力関係が進む（3 件） 

エ 相互に人事交流をしたり、共同で作業を進めるなど知識・経験の共有化を進める必要がある

（2 件） 

［森林組合に対する意見］ 

ア 集約化と森林経営計画作成を優先的に取り組むことを期待（5 件）  

イ 経営基盤を強化する観点から、広域合併を推進していく（3 件） 

ウ 組合員優先の事業展開を期待（3 件） 

エ 民間事業体並みのコスト意識（2 件） 

オ 地域資源のまとめ役であり地域振興の推進、教育機関。国有林に関わるべきではない（1 件） 

［民間事業体に対する意見］ 

ア 事業実行者としてコストダウンに努力してほしい（4 件） 

イ 補助金を必要としない施業（伐木造材）システムの確立（2 件） 

ウ 地域や森林所有者に貢献（利益還元）する意識が必要（2 件） 

エ 森林組合の作業班員が減少する中で施業委託が増加していく（2 件） 
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オ 森林経営計画作成から行う事業体が出現し、森林組合と競い合う状況になればと考えている

（2 件） 

 

～ヒアリングから見えてきたものは…～ 

（ア）森林組合・民間事業体とも低コスト施業を求められている。  

（イ）(主に森林組合で)淘汰による吸収合併・統廃合が想定されている。 

（ウ）自治体・森林組合・民間事業体間の協力・連携、情報共有が望まれている。 

 

(4)文献調査結果 

～文献調査から見えてきたものは…～ 

ア 森林組合で林産事業増加、森林整備事業減は顕著。 

イ 森林所有者の意向、森林組合の認識において主（皆）伐は減少、間伐は増加傾向。 

ウ 過去 15年間で林家・林業経営体ともに減少しており、今後も続く。 

エ 森林所有者・民間事業体の林地売却は増加傾向。 

オ 森林境界明確化の遅れと不明な林地の増加。 

カ 廃業・規模縮小化と経営規模拡大を目指す民間事業体の二分化。  

キ 集約化も含め、民間事業体等の森林組合に対する期待は分散、また低い。 

 

4 まとめ 

(1)事業体の変化 

ア 生産性向上、低コスト施業 

アンケートとヒアリングを通じて、補助金制度の変更や減額への不安、事業量減予測などから、森

林組合・民間事業体ともにプランに対して評価よりも不安視していることが伺えました。これらの問

題に正確・早急に対応することが自立化・体質強化につながると考えられます。従来より指摘されて

いますが、集約化が施業を行うにあたって優先度の高い取り組みとして推進されると考えられ、林野

庁も 10年後、主伐・間伐で約 3倍の生産性向上と造林・保育で 2割以上のコスト減を目標として掲げ

ています。路網整備・拡充、高性能林業機械の導入が着実に進む中で、生産性向上と低コスト施業に

対して、何を選択しどう対応していくかがポイントとなると考えられます。 

 

イ 事業内容・施業形態の変化 

これから保育から林産に移っていくこと、主伐は減少し伐り捨てから利用間伐に移行・増加するこ

と、公共事業の減少が見込まれることが確実視されています。また意欲と能力のある事業体が自ら森

林経営計画を作成し、直接経営を行なえることや森林所有者からの長期施業受委託や信託、伐期を見

直すことも大いに考えられます。今まで県などの行政や流域を単位としていた施業境界がボーダレス

化していくことも予想されます。 

 

ウ 吸収合併や統廃合による減少 

上記の 1.2.に対応できない事業体は弱体化することが予想されます。また現在、中小規模を中心と

した林家や林業事業体は減少を続けており、この流れは止まらないものと思われます。特に森林組合
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は方向転換が困難、また行政も経営力強化を目的とした合併を検討しているため、事業体としての数

は減少するが、民間事業体の中には規模を拡大するものも出てくると考えられます。森林組合の合併

については地域性が重視され、「強い＋弱い（事業体）＝並」となってしまい、単純な経営力強化や組

合員重視の対応にならない場合も考えられます。 

 

エ 地域内での分業・協力関係、役割明確化 

ヒアリングと文献調査において、各都道府県が木材生産量増を目指す中で、集約化を阻害する森林

境界明確化の遅れと（所有者）不明林地の増加もプラン促進の妨げになると考えられます。森林組合・

民間事業体ともに生産性向上と低コスト施業を求められており、各事業体とも自覚の上、路網整備・

拡充や人材確保・育成、施業地集約化の推進、高性能林業機械の導入などで対応しようとしています

が、単独で実現するのは難しい課題と思われます。前述の問題も含めた解決をすべく自治体・森林組

合・民間事業体間の協力・連携、情報共有、役割明確化が望まれています。地域内で競争し、疲弊す

るのではなく、市町村や森林所有者を巻き込みながらお互いの強み・弱みを理解し合う中で共存・共

生の道を見つける事業体や地域も出てくるものと予想されます。 

 

(2)経営力強化のために 

経営力（競争力）強化のために必要なこと、まずは自分の事業体のまわりを見回し、状況を正確に

把握し、独自性を発揮することが必要だと考えます。その上で「経営戦略」や「事業計画」を立てる

こと、これができれば属する地域での存在意義が明確になり、生き残り、持続可能な経営の可能性が

高くなるものと思われます。 

具体的には…。 

ア 「PDCAサイクル」を回しながら、Q(品質・量)C(コスト)D(納期)管理、品質の確保・安定供

給体制づくり 

イ 低コスト・高生産性施業システムの構築 

ウ 技術・情報の蓄積と継承(GIS、日報管理など IT技術の利活用) 

エ 自社の強み・弱みを把握するためマーケットイン・プロダクトアウトの視点 (大別して前者

は森林組合や大規模事業体／後者は中小規模事業体、自伐林家) 

オ リスクの低減・分散（広葉樹施業、長・短伐期施業の可能性検証、フレキシブル生産システ

ム（FMS）の構築） 

カ より高く効率的に売るための営業（情報収集）力の強化(森林所有者との折衝・販売先の確保) 

キ 多様なニーズに対応できる柔軟な体制作りと人材育成(スペシャリストとゼネラリストの配

分) 
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＜参考図＞ 

 

(3)自分が事業体に入ったら… 

ア 地域の特徴、経営資源の量と質を知るために行政の林業担当部署との関係構築と情報収集 

イ 顧客となる森林所有者や市場、自社と競合、または共生していく他事業体を知るため森

林所有者、市場、他事業体の情報収集・情報交換 

ウ 森林所有者の信頼を得、適切な事業量を確保するため森林所有者への営業（集約化・長期

施業受委託） 

エ 互いの強み・弱みを知り、地域内でより共存していくため他事業体への営業（事業連携・

分担提案） 

オ 生産した材をより高く安定的に買ってもらえる売り先を探し、長期的な経営を実現する

ため販売先の確保、拡大 

 

おわりに 

プランの実行で林業界やそれを取り巻く業界も変化を余儀なくされることは間違いないことが確認で

きましたが、全体的に評価よりも問題視している声が多く聞かれました。制度が変わる（できる）ことは

関係者にとっては不安な面もあります。再度自事業体を見つめ直し、立て直し、よりよく変われるチャン

スなのに何故そう思わないのか？できない理由を探すより、小さなことでもできることを模索し、挑戦し

ていく姿勢が大事だと感じた 1年でした。林業を変えるのは制度だけでは無理、下手・未熟でも意欲のあ

る人が増えれば可能性は広がるはずです。「できない（＝ピンチだ）」と思っている人の多い業界は、実は

新規参入・事業展開できる可能性、しやすい環境でもあります。実際に事業体に入って変えることのでき

るチャンスでもあります。来年度は 6 次産業化に取り組む農林漁業者向けに「農林漁業成長産業化ファ

ンド（200 億円）」も創設され、状況に応じて地域や企業と連携し、有効利用するのも手かもしれない

と考えます。この 10年で産業として自立した面も持ち、なおかつ持続可能で多様な林業が現れること

を期待したいと思います。 
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