
  

平成25年度北海道国有林の主な取り組み 

平成25年5月17日 

～森林・林業再生の「前進の一年」～ 

（記者発表資料） 

Ｈ24年度に北海道庁と連携して行われた、准フォレスター研修の様子（小樽市民会館） 



 はじめに 

 北海道の国有林は、北海道の面積の39％、森林面積の55％を占めてい
ます。 

 北海道森林管理局は、このような広大な国有林野を 
• 木材の安定的な供給源 
• 温室効果ガス削減に寄与する森林吸収源 
• 水土保全をはじめ道民からの様々な要請に応える公共財 
• 多様な生物や生態系が存立する場 

 として、適切な管理経営に努めてきました。 
 国有林は、これまで木材販売等の収入をもって森林整備等の支出を賄

う企業特別会計の下で事業を行ってきましたが、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・資源を活用して森林・
林業再生へ貢献するため、一般会計の下で事業を行うこととなりまし
た。 

 北海道森林管理局は、一般会計の下では、地域関係者や民有林との連
携がこれまで以上に強く求められることを念頭において、民有林行政
の課題や地域の要望の把握に努め、具体的な国有林の事業実行に反映
させていく考えです。 
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見直しの背景 

■ 森林・林業再生プラン 
 （H21.12） 

公益重視の管理経営
のより一層の推進、民
有林への指導やサポー
ト、森林・林業政策へ
の貢献を行うとともに、
そのために組織・事業
のすべてを一般会計に
移行することを検討 

■ 森林・林業基本計画 
 （H23.7閣議決定） 

○ 国有林野について
は「国民の森林」と
して国が責任を持っ
て一体的に管理経営
する必要 

 

○ このため、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、我が国
の森林・林業の再生
に貢献 

 

○ そのために債務を
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 

管理経営のあり方の見直し 

■ 林政審議会答申（H23.12） 
 「今後の国有林野の 
     管理経営のあり方」 

・公益重視の管理経営のより一層の推進 
・森林・林業の再生への貢献 
・山村地域の振興、震災復旧・復興への貢
献 

・地域の森林・林業政策を推進する役割を
担うための現場機能と能力の向上 

・事業・組織の一体的な一般会計への帰属 
・債務返済に係る経理の区分 

必要な法的措置 

■ 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）  

○ 国有林の公益的機能を十全に
発揮させるため、 
・国有林及び民有林の一体的な
整備及び保全を推進する制度
の創設 

・特別会計において企業的に運
営してきた国有林野事業を一
般会計化 

 
○ 債務返済を国民負担としない

ため 
・債務管理特別会計を設置し、
債務を承継 

・必要な森林整備の結果として
得られる林産物収入等により
債務を返済 

Ⅰ 公益重視の管理経営のより一層の推進 

Ⅱ 森林・林業の再生に向けた貢献 

２ 

平成２５年度北海道国有林の主な取り組み 

○ 民有林・国有林の連携による多様で豊かな森林づくり
や、国民の安全・安心を確保するための治山事業の計画的推
進 

■治山事業の推進 

■民有林との連携 

２ えりも岬緑化60周年記念事業 〔P 4〕 
３ 被害跡地等の復旧及び未然防止のための治山 
 事業の実施 〔P 5〕 
４ 生態系に配慮した治山工事の実施 〔P 6〕 

１ 林政連絡会議の実施 〔P 3〕 

○ 適切な管理経営を通じた生物多様性の保全への貢献 

５ 天然更新を主体とする大規模な「実証・実験林」
の設定 〔P 7〕 

６ エゾシカ対策の更なる推進 〔P 8〕  
７ 知床世界自然遺産地域における生態系保全管理 
 業務の強化 〔P10〕 
８ 保護林の設定及び希少種の保護管理強化 〔P11〕 
９ 自然再生事業の推進について 〔P12〕  

■森林環境教育の推進 

■森林の整備・保全等への国民参加 

■国有林の情報発信 

○ 国民の財産である国有林野をより開かれた「国民の森林」
として管理経営 

10 新生国有林の紹介イベントの開催 〔P13〕 

11 「学校林・遊々の森」全国子どもサミットin北海
道の開催 〔P14〕 

12 森林環境保護・保全の取り組みやNPO、GSS活動に
ついての情報発信 〔P16〕  

○ 国有林野の活用等による地域振興へ寄与 

13 地域の要望や社会の要請に応える国有林野の 
 管理経営 〔P17〕 
14 「21世紀・アイヌ文化伝承の森」プロジェクト 
 の推進 〔P18〕 
15 「巨樹の森・魅せる森（仮称）」構想の具体化 
  〔P19〕                                                                       

○ 地域ごとの地形条件や資源状況の違いに応じた低コスト
で効率的な作業システムの提案・検証や民有林への普及、定
着 

１ 北海道型作業システムによる低コスト化の検証 
   (林業専用道・森林作業道・列状間伐) 〔P20〕 
２ コンテナ苗の実用化の推進 〔P23〕 
３ 誘導伐の積極的導入 〔P24〕 
４ 航空レーザー計測技術を活用した森林資源の 
 把握                                〔P28〕 
５ 人工林施業体系の見直し 〔P29〕                                                              

○ 民有林と連携することで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 

６ 森林共同施業団地の設定とそのメリットの発現 
  〔P30〕   
７ 地域からの要請に応える森林認証取得・継続の 
 検討  〔P32〕 

○ 専門的かつ高度な現場経験を有するフォレスター等を育成 

８ 人材育成による民有林支援 〔P33〕 
９ 市町村森林整備計画樹立など市町村行政への 
 支援                                   〔P34〕 
10 林業事業体の育成 〔P35〕 

○ 木材利用の促進や木材の安定供給体制の整備等が図られる
よう、価格や需給動向を把握しつつ持続的・計画的に供給 

○ 未利用間伐材等について、安定供給や低コスト搬出システ
ムの確立等により木質バイオマスなど新たな需要を開拓 

11 木質バイオマス資材の低コストで安定的な収集・
搬出システムの検討 〔P36〕 

12 道内関係機関と連携した木材利用拡大に向けた 
 取り組み 〔P38〕 
13 地域の木材価格や需給の動向の的確な把握〔P39〕 
14 システム販売の拡充による木材流通等の改善    
                                       〔P40〕 

森林の整備・保全 

生物多様性の保全 

「国民の森林」としての管理経営 

地域振興への寄与 

林業の低コスト化に向けた取り組み 

民有林と連携した施業の推進 

森林・林業技術者等の育成 

林産物の安定供給 



Ⅰ 公益重視の管理経営のより一層の推進 

 森林・林業の再生に向けて民有林と国有林との一層の連携強化が重要となって
いる中、北海道森林管理局は、民有林と共通する森林・林業・木材産業の課題に
ついて双方での情報共有に努め、連携を深めるための取り組みを推進します。平
成25年度は、これまでの取り組みをさらに深めて実施します。 

民有林 国有林 

  北海道水産林務部   北海道森林管理局 

14総合振興局・振興局 
4事務所 

24森林管理署・支署 地域林政連絡会議 

市町村連絡会議 市町村 
（国有林野所在市町村は150） 

24森林管理署・支署 

林政連絡会議 

民有林・国有林の連携によ
る「道民の財産」として多
様で豊かな森林づくり 

森林・林業再生への国有林
の貢献 

地域の意見を踏まえた国有
林の管理・経営 

平成25年度第１回林政連絡会議（4/26） 

林政連絡会議の開催状況 

H21年度 年2回開催（5・11月） 

H22年度 年2回開催（7・12月） 

H23年度 年2回開催（8・12月） 

H24年度 年4回開催（4・7・11・3月） 

H25年度 
年4回開催予定 
（4/26第１回開催） 

お問い合わせ先 企画課 TEL:050-3160-6271 FAX:011-622-5194 
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お問い合わせ先 治山課 TEL:050-3160-6297 FAX:011-614-2654 

 砂漠化していたえりも海岸林の再生開始から60周年を迎え、裸地緑化主体の取
り組みから、えりも岬本来の針広混交林を回復する取り組みに発展させます。 
  また、地元の協力を得ながら行ってきた緑化事業も、植生回復の考え方に沿っ
て積極的な活動を行おうとするボランティア団体等を公募し、多様なものとして
いきます。 

えりも岬の植生回復の変遷 

砂漠化したえりも岬 

記念事業による植樹活動 

えりも岬の海岸林を蘇
らせるため国と地元住
民が協力 

クロマツ一斉林として
蘇ったえりも岬の海岸林 

一般市民や企業の活動とともに実施 

ボランティアによる植樹活動 

ゴタによる被覆緑化事業 

クロマツ植栽による木本緑化事業 

えりも岬本来の針広混交林を回復 
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 北海道においては、各地の被害跡地及び山地災害危険地区等において、人家等
の保全を図るため復旧対策を実施します。また、安全で安心して暮らせる地域づ
くりに寄与するため、再度の災害発生を防止する治山施設の設置や森林の山地災
害防止機能を高める保安林の整備等を行います。 
平成２５年度 137箇所で治山事業を実施します。 
 主な施工箇所 
  ・落石を防止する施設設置     丸山（古平町）     
  ・土砂流出する防止する施設設置  ヤムナイ沢（利尻富士町） 
                   黒岳沢（上川町） 
                   大平右の沢（伊達市） 
  ・保安林の整備          落石地区（根室市） 
                   えりも海岸林（えりも町） 

丸 山 
（古平町）  

えりも海岸林 
（えりも町） 

黒岳沢 
（上川町）  

大平右の沢 
（伊達市） 

ヤムナイ沢 
（利尻富士町） 

 H24度当初  H25度当初   対前年度比 

治山事業費 
（百万円） 

（4,386） 
２，４２２ 

 
３，３５６ 

 
１３９% 

注：（  ）は補正等の予算で外書 

お問い合わせ先 治山課 TEL:050-3160-6297 FAX:011-614-2654 
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落石地区 
（根室市）  



お問い合わせ先 治山課 TEL:050-3160-6297 FAX:011-614-2654 

 治山事業は水源のかん養や生活環境の保全を目的に事業計画等を地域の皆さん
に説明し、理解をいただきながら自然環境に配慮しつつ進めてきています。 
 平成25年度は、斜里川流域で知床世界遺産地域での河川工作物の改良成果を活
用し、地元自治体や漁協、自然保護団体等と合意形成を図りながら河川工作物改
良の調査を実施し、生態系配慮型の治山事業を推進します。 

北海道が施工した魚道の事例(チエンベツ川) 北海道森林管理局が施工したスリットの事例(イワウベツ川支流赤イ川） 

下流域への土砂流出を防止し、水源のかん養、生活
環境の保全を目的に斜里川流域に設置した治山施設 

事例１ 事例２ 

災害の防止・軽減、水源のかん養等の水土保全機能に加え、生物多様性の
保全など公益機能の高度発揮を目的に河川工作物を改良 

災害防止と生物多様性保全の両面から知床世界遺産内の河川工作
物の改良成果を活用し、改良方法を決定 

魚類の遡上状況、産卵環境等を調査し、改良すべき河川工作物を決定 

渓流内の不安定土砂の堆積状況、荒廃状況、河川工作物の堆砂状況の調査 

遡上状況 

地元の皆さんに事業内容や実施方法につ
いて説明を実施 
（網走中部森林管理署管内） 

工作物上流にシロザ
ケ親魚の遡上確認 
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 森林総合研究所北海道支所と連携して、水土保全機能の維持･向上や生物多様性
の保全にも資する森林施業を実践する大規模な「実証・実験林」を設定します。 
 平成２５年度においては、網走中部森林管理署管内で森林総合研究所北海道支
所と協定を締結し、数千～１万ha規模の実証・実験林を設定することで準備を進
めており、候補地の選定に係わる地況、林況等の必要な調査を委託事業で実施す
る予定で、さらに来年度には十勝東部森林管理署でも１箇所設定する予定です。 

お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

■ 森林に対する国民の要請が多様化・高度化し、森林の有する多面的な機能の発揮が一層求められて
おり、いわゆる「持続可能な森林経営」の実践が重要。 

■ 北海道国有林は、人工林、人手の加わった天然林、原生的な天然林など様々。「持続可能な森林経
営」の実践の場として、格好の地域。 

■ 一般会計の下で、天然林をはじめ森林の取扱いに当たっては、水土保全機能の維持・向上や生物多
様性保全との両立などについて、説明責任が一層求められるところ。 

■ こうした状況を踏まえ、森林総研と共同で「持続可能な森林経営」を実践する「実証・実験林」を
設定。  

目的 

実証・実験林予定地（網走中部森林管理署４９林班い小班） 
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 森林官による簡易影響調査等を引き続き実施するとともに、森林管理署
等自ら駆除を実施するなど被害実態に応じた森林の保全・再生の進め方を
検討します。なお、民有林において簡易影響調査が導入される場合には、
その実施を支援します。 

お問い合わせ先 保全課 TEL:050-3160-6286 FAX:011-616-4021 

(１) 影響調査の継続と被害実態に応じた森林再生の検討 

簡易調査実施位置(H22～24年) 

○簡易影響調査の実施 
・森林管理署のほとんどの森林官が平成２２
年度からの３年間で約１万２千カ所に上る簡
易調査を実施 

○調査結果等の分析・とりまとめ 
・下枝・稚樹の食痕の判別精度の向上が必要 
・植栽樹種の調査本数を一定本数以上に増や 
 す必要 
・食痕の目立つ春期の調査を増やすと効果的 
・簡易チェックシートの簡便化が可能 
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 より効果的な実施箇所を選定して捕獲支援のための林道除雪を実施すると
ともに、北海道庁と連携して一斉捕獲の呼びかけやハンターの利便性向上に
努めます。また、占冠村から要望のある猟区設定について支援します。 

お問い合わせ先 保全課 TEL:050-3160-6286 FAX:011-616-4021 

(２) 関係機関等との連携の強化 

国有林野事業における支援策 内容 
エゾシカの生息状況調査への協力 エゾシカ影響調査・簡易チェックシートによる情報提供。

その他、冬期生息状況調査等を別途実施。 

除雪の実施 上記冬期生息状況調査の結果に基づき除雪を実施し、
冬期間の効率的な捕獲の実現を図る。 

運営主体への協力・参画 構造物（ハイシート等）の設置等土地借用への協力、協
議会等への参加。 

森林施業との連携 捕獲に適した伐採跡地の配置。 

人的支援 フォレスター制度との連携。モニタリング調査等への協力。 

国有林としての野生動物管理に対する
計画策定 

猟区を含めた野生動物管理の国有林野事業における位
置づけの明確化。 

○猟区設定可能性調査事業（H24年度）ー占冠村への猟区設定の可能性を検討ー 

以下のような点から、占冠村は猟区を設定するための潜在的な可能性が高い。 
・エゾシカの生息数が多い ・宿泊施設がある 
・主要都市からのアクセスがよい ・エゾシカ処理加工施設がある 
・猟友会の猟区に対する関心・理解が高い 
・村としてエゾシカ対策に積極的に取り組んでいる 

アカエゾマツのエゾシカによる 
樹皮食い跡（根釧東部森林管理署） 
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お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

 新たに発足する知床森林生態系保全センター（斜里町ウトロ）を中心
に、モニタリング調査、エゾシカ捕獲事業、エゾシカ被害天然林の再生な
ど知床半島における森林生態系保全管理業務を強化します。 

海と陸の生態系をつなぐカラフトマスと
それに依存するヒグマ 

シマフクロウの餌として重要なオショ
ロコマ 温暖化の指標でもある エゾシカの被害が目立つ天然林 

市民参加での被害対策と再生活動 
羅臼湖歩道の修理 
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 日高北部森林管理署管内岩内岳周辺の植物群落保護林設定に向けた調査
の実施及び、シマフクロウ、レブンアツモリソウ等国有林内の希少種の保
護管理を強化します。 

お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

●平成25年度 主な取組み項目 
 ・レブンアツモリソウ群生地植物群落保護林の巡視活動 
 ・レブンアツモリソウ個体数調査（ラジコンヘリ活用） 
 ・シマフクロウ生息地保護林等の巡視活動及給餌池等管理 
 ・崕山(ｷﾘｷﾞｼ)高山植物保護林の管理強化対策（エゾシカ被害対策） 
 ・各保護林のモニタリング調査（日高、渡島檜山の森林計画対象） 
 等 

給餌池の管理等 

巣箱を設置 

平成24年度取組み事例 

生息環境整備のた
めの広葉樹の育成 

シマフクロウ保護事業の一例 
（十勝東部森林管署） 

レブンアツモリソウのラジコン 
ヘリによる個体数調査 
（宗谷森林管理署） 

 平成２４年度には日高山脈西部森林生物遺
伝資源保存林等、約４万ha設定しています。 
 平成２５年度においては岩内岳周辺におい
て植物群落保護林設定に向けた基礎調査を実
施します。 
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 NPO等と連携を図りつつ、地域ニーズに対応した植生回復等の自然再生
の取り組みを推進するとともに、各地域で自然再生モデル事業を展開して
10年目に当たることから、各協議会等においてこれまでのモデル事業につ
いて検証します。 

各森林管理署から森林官等の職員を集
め、森林ガイド実践のための講座を実施
しています。（常呂川森林環境保全ふれ
あいセンター） 

釧路湿原自然再生協議会森林再生小委員
会では、森林再生に関する実施計画に基
づいた取組みやモニタリング結果等につ
いて検討しています。（釧路湿原森林環
境保全ふれあいセンター） 

H２４年度 各森林環境保全ふれあいセンターの取組みの一コマ 

大沼周辺の国有林では、「樹木博士認定
コース」を常設し、年に4回程度、樹木博
士認定会を実施しています。（駒ヶ岳･大
沼森林環境保全ふれあいセンター） 

毎年、大通公園で「札幌水源の森づく
り」を開催し、多くの市民が参加し苗木
づくり（カミネッコン）をしています。
作成したカミネッコンは、後日、定山渓
国有林に植栽しています。（石狩地域森
林環境保全ふれあいセンター） 

●平成25年度から森林環境保全ふれあいセンターは、主たる活動を明確化・集中化することでより効率的に業務を実施するため、それぞれの
活動フィールドとなる森林の特徴等を踏まえ、以下のとおり再編することになりました。       
   森林環境保全ふれあいｾﾝﾀｰ → 森林ふれあい推進ｾﾝﾀｰ（森林環境教育等の森林と人とのふれあい活動の推進を主な業務としています。）    

各地域の自然再生事業の概要 
  石狩地域FCでは、野幌森林公園を100年前の原始林が感じられる自然林への誘導。 
  常呂川FCでは、常呂川中流域に位置する「オホーツクの森」で地元関係者と協働による自然再生。 
  釧路湿原FCでは、釧路湿原上流域に位置する国有林の疎林箇所を対象に森林づくり。 
  駒ヶ岳・大沼FCでは、大沼周辺の国有林において、郷土樹種を活用した植生回復等。 

（注：FCとは、森林ふれあい推進センターの略。）    

お問い合わせ先 技術普及課 TEL:050-3160-6285 FAX:011-616-4021 
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お問い合わせ先 企画課 TEL:050-3160-6271 FAX:011-622-5194 

 平成25年4月からの国有林野事業の一般会計化に伴い、より一層森林・
林業の再生に貢献していくために、北海道森林管理局における、北海道の
特性を踏まえた技術的分野の取り組みを情報発信します。 
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北海道から始める日本林業の再生 
～国有林の技術に立脚した森林・林業再生への貢献～ 
 

●開催時期：６月23日（日）13:30 ～ 16:30 
●開催場所：札幌市教育文化会館 講堂(４階) 
●定員：120名程度、参加無料 
●発表内容 
基調講演 ー林野庁ー 
基調講演 柿澤 宏昭 氏 
    （北海道大学大学院森林政策学研究室） 
発表① 航空レーザー計測による効率的な森林資源の把握 
発表② 林業専用道をベースとした路網整備の推進 
   ～北海道型の高効率・低コスト作業システムを目指して～ 

発表③ コンテナ苗を使った植林作業の効率化 
講評  牧野 俊一 氏 （森林総合研究所北海道支所長） 



 全国から15校(道内9校、道外6校)の参加を得て、8月に札幌市において
活動発表会及び自然体験活動を実施します。 

お問い合わせ先 技術普及課 TEL:050-3160-6285 FAX:011-616-4021 

「学校林」・「遊々の森」等での活動に取組んでいる小学校を対象に、
活動報告や情報交換を行うことを通じて、森林での体験活動の輪を全国
に広げ、森林環境教育をより一層推進するとともに、青少年の健全な育
成に資する目的で開催します。 
  
● 参 考 
   テーマは「北の大地で感じよう。森と水と命のつながり」 
    参加校 道内からは応募により９校を決定 
        道外は各森林管理局からの推薦で６校を決定       
 
★ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
   8月6日(火) 13時50分～ 活動発表会を実施 
         （場所：札幌市アイヌ文化交流センター） 
        
                       【宿泊：定山渓温泉を予定】 
 
   8月7日(水) 自然体験活動（定山渓国有林）を実施 

＝実行委員会方式＝ 
【構成】 
国土緑化推進機構、北海道森と緑の会、日本森林林業振興会、全国森林
レクリエーション協会道央支部、オイスカ、森林遊びサポートセン
ター、北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教育委員会、林野
庁、北海道森林官管理局、石狩森林管理署 外 
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「学校林・遊々の森」全国子どもサミットin北海道の参加校が決まりました！ 
 全国15校から元気いっぱいの子どもたちが集まります。 

お問い合わせ先 技術普及課 TEL:050-3160-6285 FAX:011-616-4021 
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Ｈ２５年度の取り組み予定 
 
平成24年度に引続き、シマフクロウやレブンアツモリソ
ウなどの生息・生育地を巡視する希少野生動植物保護巡
視員や、保護林等において森林植生保全に取り組んでい
るGSS（グリーンサポートスタッフ）の活動を、広く市民
の皆様へ情報発信します。 
 

お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

     
    
  
    
  

●平成24年11月26日（月） 
9:00～18:00 
 札幌駅地下歩行空間「憩いの空間」
にて「保護林写真パネル展」を開催 
 平日にも関わらず1,000名近い
方々が足をとめ、保護林の写真に見
入ったり、対応した職員へ質問を寄
せるなど、関心の高さを伺わせた。 

●平成24年12月8日（土） 13:30～16:00 札幌市教育文化会館 
 「国有林におけるＮＰＯ団体活動報告会」を開催 
 

 道内4つの森林環境保全ふれあいセンターは、自然再生や森林環
境教育についてNPO団体等と連携した取組みを展開している。 
 
 
 

報告会の様子 

平成24年度の情報発信の取組み事例 

これらNPO団体等がふれあいセ
ンターとともに取り組んでいる
活動を発表するとともに、有識
者による基調講演及び参加者等
との意見交換を行い、130名余
の一般市民等の参加がありまし
た。 

 保護林など森林環境保護・保全の取り組みや各種ＮＰＯ団体等との協
働・連携による自然再生の取り組み及び希少野生動植物保護巡視員・ＧＳ
Ｓの取り組みを活動報告会の開催等を通じて地域に広く情報発信します。 
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お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

 地域管理経営計画等の樹立あたっては、署長意見書の取りまとめに先立
ち、地域住民や森林・林業・木材産業関係者及び振興局、関係市町村担当
者との意見交換会を開催して地域の意見を聴取し、地域管理経営計画等に
的確に反映するとともに、これに基づき適切な森林施業を実施します。 

地元意見交換会での主な意見等 
• 木材価格が低迷する中で、大規模供給者としての需給調整をお願いしたい。 
• 木質バイオマスについて、今後の供給見通しと、民国の連携をお願いする。 
• エゾシカ対策に感謝すると共に、今後においても引き続き対策をよろしくお願いする。 
• コンテナ苗の生産、導入見通しについて教えて欲しい。 

上川南部流域の地元意見交換会の様子 

地域管理経営計画等の策定に関する地元意見交換会 
  計画区 署･支署 開催日 外部出席者数 

平成24年度 

上川南部 
上川中部 

H25.1.16 31名 
上川南部 

網走西部 
網走西部 

H25.2.6  14名 
西紋別支 

十 勝 

十勝東部 

H25.1.22 32名  十勝西部 

東大雪支 

平成25年度
（予定） 

日 高 
日高北部 

H25.10頃 

  
日高南部 

渡島檜山 
渡島 

  
檜山 
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 ～包括協定を締結しました～ 
 

お問い合わせ先 企画課 TEL:050-3160-6271 FAX:011-622-5194 

 平成25年4月17日(水)に平取町役場において、平取町、（社）北海道
アイヌ協会平取支部及び北海道森林管理局の３者による包括協定「21
世紀・アイヌ文化伝承の森再生計画～コタンコロカムイの森づくり～」
を締結し、将来に向けての目標を相互確認しました。 
 平成25年度は本プロジェクトのさらなる推進を図るため、包括協定
に基づいて３者が連携・協力して森づくりに取り組みます。 

推進会議等の開催状況 

平成24年度 

H24.9.19 第１回推進会議 

H24.11.6 第１回作業部会 

H24.11.29～12.1 先進事例調査 
（群馬県赤谷の森） 

H25.2.5 第２回作業部会 

H25.2.25 第３回作業部会 

H25.3.18 第２回推進会議 

平成25年度 H25.5（予定） 作業部会（未定） 

平成25年４月17日に締結された「21世紀・アイヌ文化伝承の 
森林再生計画～コタンコロカムイの森づくり～」協定締結式 
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お問い合わせ先 企画課 TEL:050-3160-6271 FAX:011-622-5194 

 はるか昔、北海道はうっそうとした木々におおわれ、かつての先人たち
が見たであろう巨木が亭々とした森がありました。 
 そんな森を想像し、誰もが気軽に立ち寄れる、身近で人が集まり、惹き
つけられるような、世界に誇れる北海道「巨樹の森・魅せる森」の創出を
テーマに、学識経験者等で構成する委員会等を開催して、具体的な構想に
ついての意見を把握し、森づくりの内容について検討していきます。 

置戸 3本カツラ 江別市 クリの巨木 
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 （１） 林業専用道の整備を推進

お問い合わせ先 森林整備第二課 TEL:050-3160-6289 FAX:011-614-2654 

 平成２４年度に設定したモデル地区(上川中部森林管理署・十勝東部森林管理署)では、
林業生産コストの比較・分析に必要なデータ収集を開始するとともに、各地域に
北海道型作業システムの考え方に基づく施業地を設定して低コスト化の検証に取
り組みます。また、各地域の施業地では、調査・設計の初踏査段階において現地
検討会を開催し、北海道型作業システムの考え方の普及・定着を図っていきます。 

平成24年度設定したモデル作業地における路網の整備  
   (上川中部森林管理署・十勝東部森林管理署）  (H25年度～)     

 ・北海道型作業システムのモデル作業地において路網を開設 
 ・民有林を含めた現地検討会場として活用 
 ・路網作設による生産コストと道内他地域における現行作業 
   システムによる生産コストを比較・検証 

平成25年度新たに設定する北海道型作業システム施業地
において、現地検討会を実施 
 ・調査・設計業務の受注者を含め、民有林関係者等の参加も 
   呼びかけて現地検討会の開催 

十勝東部森林管理署で 
行われた現地検討会の様子 

北海道型作業システムの考え方  
 ①森林作業道による集材距離を概ね200m以内(最長でも500m以内を

上限)とした施業が行える一定程度(100～200ha程度)のまとま
りがある地域 

 ②北海道の地形特性(傾斜が緩やか、地形が複雑でない)を有して 
   いる地域 
 ③山土場を必要としない作業システムを検討できる箇所 

林業専用道における定着状況等の継続的検証 
 平成23年度から実施している林業専用道の開設
に引き続き取り組むとともに、民有林担当者・事
業体関係者を含めた現地検討会フィールドとして
活用し、路網整備に係る人材育成や技術の普及・
定着に貢献します。 
 
 
 
 
 

○平成25年度の取組み 
 既設の林業専用道において、現地検討会を開催し、
施工における課題等の検証を行い、平成24年度に作
成した事例集の充実を図る。 

56 46 
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km 林道新設の推移 

補正予算による整備 
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・６月上旬帯広でオペレーターとの現地検
討会開催 

 

・隣接署同士の検証的現地検討会等を開催 
 

・低コスト高効率作業システム普及・定着
のための現地検討会 

 

・民有林等で開催する現地検討会への参加 
 

・ネットワーク機能強化事業（トラック通
行できる）の指導等 

 

・小型バックホウによる森林作業道作設 
 

・森林作業道作設マニュアル改訂版を作成 
 

・事例集の改訂版を作成 

（２） 森林作業道（低コストで崩れにくい作業路整備の取組状況） 

 低コスト・高効率作業システムの基盤となる森林作業道の作設に当たって、北海道の地形に合った丈夫で
崩れにくい路網整備の普及・定着、伐区外保安林申請内容緩和に伴う適切な路網配置ため、既に作設された
森林作業道において、検証的な現地検討会・研修会などを継続して実施し、関係職員及び施工事業体のレベ
ルアップを図ります。また、小型バックホウによる森林作業道の作成を積極的に推進します。（現地検討会 
H23 17回 参加者636人、H25.3末時点 31回 参加者1,020人）   

作設技術者（中級ｵﾍﾟﾚｰﾀ） 
H25・3末現在 46名 

旭川地区で机上と現地でルート検討(6/11～12) 

各地区での現地検討会の開催 

平成24年度の取組 

東大雪支署田邊先生と現地検証(6/22) 

 平成24年12月 事例集作成 
 平成25年3月 森林作業道作設マニュアル作成 

平成25年度の取組 

コアメンバー発足(H24.2) 0.2㎥作設(Ｈ24.10) 

渡島署(11/6) 

お問い合わせ先 資源活用第二課 TEL:050-3160-6289 FAX:011-614-2654 

署 
H24開設延長（見込） 

箇所数 延長（ｍ） 

石狩 4 45,000  

空知 9 239,000  

胆振東部 5 55,000  

日高北部 3 69,000  

日高南部 5 113,000  

留萌北部 3 87,000  

留萌南部 3 60,000  

上川北部 3 173,000  

宗谷 3 83,000  

上川中部 5 12,000  

上川南部 4 124,000  

北空知支 1 28,000  

網走西部 9 155,000  

西紋別支 5 137,000  

網走中部 10 98,000  

網走南部 7 93,000  

根釧西部 15 182,000  

根釧東部 4 74,000  

十勝東部 9 234,000  

十勝西部 3 62,000  

東大雪支 2 63,000  

後志 3 33,000  

檜山 4 76,000  

渡島 5 49,000  

計 120  2,344,000  
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Ｈ２４年度 間伐推進コンクール優秀賞事例 

ハーベスタに
よる伐倒・枝
払い・玉切り 

グラップルに
よる木寄せ・
積み込み 

フォワーダ
集材 

森林作業道
作設 

5.05  

10.45 

0  
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20  

従来方式 現行方式 

㎥
／
人

日
 

生産性 

○ハーベスタ伐倒とフォワーダ集材の組合せによる高性能林業機械 
 の機能をフル活用した列状間伐により低コスト化、省力化の推進 
 

○小径木(0.14㎥／本当り)間伐にも拘わらず生産性を向上させた 

13,800  
12,326  

10,000  

12,000  

14,000  

従来方式 現行方式 

円
／

㎥
 

生産単価 

高性能林業機械による列状間伐 

高性能林業機械組合せ
による作業 

列状間伐の実施後 

H21年 H22年 H23年 H24年 
(見込) 

H25年 
(予定) 

列状間伐の
導入割合 70% 63% 78% 87% 89％ 

森林作業道
の作設延長
（km） 

ー ー 2,430 2,344 2,245 

 森林作業道の整備を更に推進し、人工林間伐における列状間伐や低コスト・高効率作業シス
テムの拡大に取り組むとともに、民有林関係者も含めた現地検討会を開催し、民有林への普及
にも努めます。 
 人工林の間伐方法は初回及び２回目は列状を基本とし、調査方法は列状間伐は植栽列にこだ
わらず伐採幅と残幅で実施することから、調査木や調査列の起点終点を表示しない標準地調査
法で行います。 

（３） 列状間伐による効果的な森林整備の推進 

樹種・林齢 トドマツ・アカエゾマツ  
33～48年 

本数・ha当
たり蓄積 

1,126本/ha 148㎥/ha 

傾斜 平均20度 

間伐方法 列状間伐（１回目） 

間伐率 本数25%、材積25％ 

平均胸高
直径・樹高 

16cm・14m 

路網密度 160m/ha 

お問い合わせ先 資源活用第二課 TEL:050-3160-6296 FAX:011-614-2654 
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 コンテナ苗に関する情報提供、植付面積や育種苗の拡大、プロジェクト
チーム創設による技術の確立に向けた取り組み等を行い、コンテナ苗の実
用化を推進します。 

お問い合わせ先 森林整備第一課 TEL:050-3160-6288 FAX:011-614-2654 

 平成２５年３月に「低コスト造林推進 
プロジェクトチーム」を編成。 
 関係機関と情報交換しながら、以下につ
いて検討し、活動成果や事例等をまとめた
データ集を作成し、低コスト化の検証と技
術の確立を行っていきます。 
○検討事項 
・コンテナ苗の適切な苗木サイズや植付 
 時期の検討 
・コンテナ苗の運搬や植付器具等の道具 
 の検討 
・低コスト化の検証 等 

コンテナ苗植付実施署数 

※コンテナ苗とは  
 空気に触れると生長を停
止する根の特性を利用し、
宙に浮かせて苗を生育する
ことにより、鉢底の根まわ
りを防いで苗の根を充実さ
せた苗。 
 運搬貯蔵が容易で、活着
率が良く、植付の適期が広
がる、初期生長が早いなど
のメリットがあります。  

「低コスト造林推進プロジェクトチーム」 
第1回目会議 

育種苗の拡大 

現地検討会の開催 

関係機関との意見交換 

※「一括発注」とは、伐採と植付を同時に発注したもの。 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 
（予定） 

植付実施署数 ３署 ８署 ２４署 

コンテナ苗 
植付本数 3,175本 10,800本 32,115本 

誘導伐との一括 
発注実施署数（内数） １署 ５署 
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お問い合わせ先 森林整備第一課 TEL:050-3160-6288 FAX:011-614-2654 

●伐採・コンテナ苗植付の一括発注とは 

○ 誘導伐とは 

長期にわたって森林状態を維持し、森
林のもつ公益的機能を高度に発揮さ
せるため、徐々に更新（人工植栽）を図
ることにより常時複層林（３段林等）を
育成するための伐採方法（帯状又は群
状） 

 積極的に誘導伐を導入して成熟したトドマツ等人工林の世代交代を図る
こととし、その実施にあたっては、伐採・コンテナ苗植付の一括発注を拡
大するとともに、コスト分析を実施します。 

○コンテナ苗の運搬後、直ぐにコンテナ苗の植
付作業を実施 

○誘導伐後、グラップルとフォワーダにより
木材を搬出。その後地拵え終了箇所から順
次、フォワーダー等によりコンテナ苗を運搬 

一般的な発注による作業 一括発注による作業 

・伐採、搬出後、機械は他の現場へ移動 
・地拵え、植栽作業は人力に頼らざるを   
 えない 
・植栽は翌年度の春（又は秋）に行われる 

・伐採、搬出中に機械を活用して地拵え  
 を完了 
・地拵えの終わった箇所から植栽を実施 
・伐ったら直ぐ植える 
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お問い合わせ先 森林整備第一課 TEL:050-3160-6288 FAX:011-614-2654 

森林管理署 林況 

施業予定 
伐採 
面積 

内コンテナ苗植栽 内普通苗植栽 

伐採時期 植付時期 面積 本数 樹種 本数 樹種 

石狩森林管理署 カラマツS37植栽 
(51年生) 

H25.7 H25.10 15.76 
1.20 
0.50 

600 
670 

グイマツ 
アカエゾ 

21,130 トドマツ他 

空知森林管理署 トドマツS26植栽 
(63年生) 

H25.9 H25.10 2.97 0.50 1,000 アカエゾ 5,200 アカエゾ他 

宗谷森林管理署 トドマツS7植栽 
(81年生) 

H25.9 H25.10 7.62 1.00 2,000 トドマツ 13,240 トドマツ 

後志森林管理署 トドマツS15植栽 
(73年生) 

H25.7 H25.10 1.74 0.52 800 トドマツ 2,680 トドマツ 

檜山森林管理署 トドマツS33植栽 
(55年生) 

H25.8 H25.10 1.60 0.30 1,000 トドマツ 3,800 トドマツ 

合計 29.69 4.02 6,070 46,050 
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平成２３～２４年度植付箇所の植付功程調査結果 

残存率・生長率調査結果 伐採と植付の一括発注のコスト比較 

樹種 苗木の種類 
平均 

残存率 
平均 

生長率 

アカエゾマツ コンテナ苗 100% 114% 
  普通苗 97% 112% 
グイマツ コンテナ苗 90% 169% 
  普通苗 88% 173% 
トドマツ コンテナ苗 94% 115% 
  普通苗 94% 109% 
カラマツ コンテナ苗 91% 216% 
  普通苗 47% 135% 
コンテナ苗平均 94% 154% 
普通苗平均 82% 132% 

植付：h23年10～11月 
調査：h24年10月 

※平成２３年度植付２署の実績。 
植栽１年後の調査では、コンテナ苗の方が、残存率・生長率と
もに普通苗を上回る結果となった。 
特にカラマツではその傾向が顕著である。 

（単位：千円/ha） 地拵 
植付 

（うち苗木代） 
計 比 

コンテナ苗 
（伐採・植付一括発注） 

125 569（411） 694 83% 

普通苗 
（伐採・植付別発注） 

213 623（314） 836 100% 

※一括発注の契約額に基づく試算。 

○宗谷署で誘導伐・植付の一括発注を実施。 

平成２５年度は、誘導伐実施箇所にコンテナ苗を優先的に
配分し、当該箇所については原則として伐採と植付を一括
発注し、さらにデータの集積を行う予定である。 

今後は、林地条件の差及び植付器具ごとの差について解析する予定である。 

(単位：人工/1,000本) 石狩 空知 胆振東部  留萌南部  上川北部  宗谷 
上川南部

①  
上川南部

②  
技術ｾﾝﾀｰ  網走中部  十勝西部  平均 

林地 傾斜 緩 緩 緩 中 中 中 緩 中 中 中 中   

条件 植生 ｸﾏｲｻﾞｻ ｸﾏｲｻﾞｻ 雑草 ﾁｼﾏｻﾞｻ ｸﾏｲｻﾞｻ ﾁｼﾏｻﾞｻ ﾁｼﾏｻﾞｻ ﾁｼﾏｻﾞｻ ﾁｼﾏｻﾞｻ 雑草 ｸﾏｲｻﾞｻ   

普通苗 2.49  3.08  2.34  3.54  3.15  3.47  3.31  3.72  3.33  2.98  3.52  3.18  

コンテナ苗 1.88  2.84  1.57  2.88  2.52  2.03  2.32  2.71  1.88  1.74  2.47  2.26  

※胆振東部署、上川南部署①、技術センターは平成２３年度実績。その他は平成２４年度実績。 

お問い合わせ先 森林整備第一課 TEL:050-3160-6288 FAX:011-614-2654 
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１.背景 現状１ 地拵・植付が経費の多くを占めている（育林コストの約６割） 
現状２ 生産事業と造林事業をそれぞれ単独で発注 

 

 （１） 一括発注によるコストの縮減に係る調査 
① 間接経費の縮減 事業費（予定価格ベース）総額による試算（千円） 

製品生産と造林の分割発注 一括発注 縮減率 

29,200 27,500 6% 

② 地拵の省力化    ha当たりの経費（予定価格ベース）（千円） 

人力地拵 地拵の一部と末木枝条の省略 

224 127 

③ コンテナ苗の無地拵地での植付作業の省力化 

器具 調査本数 植付時間※ 備考 

スペード 198 27分32秒 男性４人の平均 
※植付時間は箱配置箇所から小分けし植え付け後、箱配置箇所へ戻るまでの時間 

プロット 一般材・低質材 原料材 

既設路隣接 1.393㎥ 17% 6.591㎥ 83% 

林内 6.819㎥ 70% 2.901㎥ 30% 

一括で発注よりコストの 
縮減ができるかを検証 

（２） 長伐期循環林施業の成否に係るトドマツの腐朽実態の調査 

 

 

２.調査結果（２４年度実施の宗谷署豊富国有林での実施） 

地拵えの一部と末木枝条の省略に関してはバイオ資源等の原料の生産を行いそ
の生産コストも分析しています。（１００ｍ集材では３０００円/㎥程度など） 

お問い合わせ先 森林整備第一課 TEL:050-3160-6288 FAX:011-614-2654 
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 前年度計測したデータと実際の出材量との比較等を行い、資源調査とし
ての信頼性と収穫調査への適用可能性等を検証します。 

お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

樹木の形状や色調から林相を 
判読するレーザ林相図 

【航空レーザー計測の特徴】 
広域で効率的な森林資源（樹高、立木密
度、森林蓄積など）の把握が可能 

森林計画樹立や実際の林業生産活動への 
応用の可能性について実証 

カラマツなど、北海道の 
森林に適した技術の確立 

民有林への技術の普及 

Ｈ２４年度の実施結果概要 
  カラマツの本数、樹高、胸高直径を高精度で
計測・推計し立木密度や森林蓄積等の把握を
行った。 

   解析結果はGIS情報として管理することによ

り区分や条件に応じた抽出等が可能。 

解析後の林相図 
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 北海道森林管理局においてはこれまで、列状間伐と低コスト作業システムの導入、マルチ
キャビティコンテナ苗の植栽、伐採・植付の一括発注、北海道型作業システムモデルなどの
検討が行われ、一定の成果が得られてきたところですが、一方で、育林課程における間伐回
数や伐期については検討が行われていませんでした。そうしたことから、高齢級の人工林の
更新・保育等の履歴や成長の状況、腐朽などのデータを得ると共に、様々な試験地などの研
究成果を収集し得られたデータから適切な植栽本数や保育方法、間伐回数、伐期齢などの施
業体系を検討します。 
 平成２５年度は特に、トドマツなど高齢級人工林の生長や腐朽などのデータを収集しなが
ら、主伐林齢（誘導伐初回導入林齢）の見直しなどを検討します。 

お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

高齢級のトドマツ人工林 
（空知森林管理署） 

トドマツの腐朽調査 
（後志森林管理署） 
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お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

白淵檜山森林管理署長、山崎檜山振興局長、新村奥尻町長(左から) 

 既設の森林共同施業団地においては具体的なメリット発現に資する事業
を推進することにより、成果が見える民有林支援となるよう取り組みます。
また、民有林と国有林が連携して効率的な森林整備が図られるよう、１署
等１団地以上を目指して森林共同施業団地の設定を推進します。 

Ｈ２４年度の取り組み 
 

・森林管理局管内では平成２５年３月末現在で森林整備
協定を２０箇所で締結し、森林共同施業団地を２４箇所
設定しています。 
 

・森林共同施業団地設定により、民有林、国有林双方が
協定相手の路網を利用して間伐材の搬出を行い搬出コス
トの低減が図られたといった効果が現れてきているとこ
ろがでてきています。 

奥尻町と檜山森林管理署が 
「奥尻島森林整備推進協定」締結 

（平成25年3月13日） 

Ｈ２５年度の取り組み 
 
 

・上川北部森林管理署は５月中に中川町と森林整備協定
を結ぶ予定であり、また下川町とは改めて協定地域を拡
充する予定です。 
 

・国有林に隣接・介在する民有林が周辺国有林の公益的
機能の維持増進に支障を及ぼす懸念がある場合、国有林
が一体的に整備・保全を図るために創設された、公益的
機能維持増進協定の締結候補地の選定に取り組みます。 
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協
定
番
号  

団
地
番
号 

署名  

協定名  

締結 
(更新)  

協定締結相手方  

協定面積  民有林の内訳  

協定の特徴  

計  国有林  民有林  道有林  
市町村 
有林  

整備 
事務所  

森林組合
個人  

民間 
企業  （支署） 年月日  

1 1～2 石狩 積丹地域森林整備推進協定  H25.2.25 
積丹町、森林農地整備センター札
幌水源林整備事務所  

1,398 964 434  109 325   

・森林共同施業団地２箇所設置 
・路網の整備と相互利用 

2 3～4 胆振東部 むかわ町安住・富内地域森林整備推進協定 H25.3.25 むかわ町、苫小牧広域森林組合  2,045 1,192 854  472  381  

・森林共同施業団地２箇所設置 
・国有林と民有林の循環路網設置を検討中 

3 5 留萌北部 初山別地域森林整備に関する協定  H23.3.7 
留萌振興局、初山別村、遠別初山
別森林組合  

3,384 2,661 723 622 
分収造林 

(23)  101  

・路網の整備と相互利用 
・森林共同施業団地内での現地検討会や森林教室の開催 

4 6 上川北部 二の橋・渓和・班渓地区森林整備推進協定  H22.12.10 下川町  4,745  3,747  998   998     
・木質バイオマスの利活用 
・FSC認証森林の拡大検討 

5 7 上川北部 珊留・一の橋地区森林整備推進協定  H24.5.30 下川町  6,514  4,729  1,785   1,785     
・木質バイオマスの利活用 
・FSC認証森林の拡大検討 

6 8 宗谷 中頓別（豊平地域）森林整備に関する協定  H23.4.1 中頓別町  1,233  1,102  131   131     
・現地検討会の開催による双方の森林施業技術の向上 

7 9 上川中部 
上川町森林共同施業団地越路・豊原・共進地区森林整備
推進協定  

H23.3.18 上川町、ニチモク林産北海道  6,223  5,178  1,045   888    157  

・木質バイオマス等木材資源の安定的持続的な供給 

8 10 上川南部 
南富良野町森林共同施業団地 幾寅・落合地区森林整備
推進協定 

H24.3.21 南富良野町  3,075  2,221  854   854     

・木質バイオマス等木材資源の安定的持続的な供給 

9 11 網走西部 支湧別地域森林整備に関する協定 H23.1.31 遠軽町  2,323  2,101  222   222     
・国有林の持つ森林施業技術の提供と共有 

10 12 西紋別 白鳥地区森林整備推進協定  H23.3.18 滝上町、滝上町森林組合  1,792  1,043  749   366   383   
・支署は民有林の路網、土場を利用することにより素材生産
事業を円滑に実行できた 

11 13 西紋別 中立牛地区森林整備推進協定  H24.6.5 紋別市 1,101  737  364   364     
・国有林と市有林の循環路網設置を検討中 

12 14 網走中部  置戸地域森林整備協定  H24.3.30 置戸町  2,591  1,795  796   796     
・現地検討会の開催による双方の森林施業技術の向上 

13 15 根釧西部 弟子屈地域森林整備に関する協定  H24.3.28 弟子屈町  1,250  937  312   312     
・現地検討会の開催による双方の森林施業技術の向上 

14 16 根釧東部 
別海町・中標津町・標津町の森林の整備と保全にかかる
協定  

H24.5.21 別海町、中標津町、標津町 53,479  9,391  44,088   13,341   30,747   

・森林整備協定を先行締結し条件の整ったところから森林共
同施業団地を設定することとし、平成24年12月に別海町地区
で設定に至った（団地面積：国28、町27、私117、計173ha） 

15 17 十勝東部  足寄町稲牛・川向地区森林整備協定  H23.11.1 足寄町  1,460  1,043  417   417     
・本協定締結が契機となり平成２５年度中に周辺民有林同士
の集約化が図られる予定 

16 18 十勝西部  幸徳地域森林整備推進協定 H25.3.25 大樹町森林組合  970  922  48     48   
・路網の整備と相互利用 

17 19～20 東大雪 新得地域森林整備に関する協定 H21.2.18 新得町  5,532  5,056  476   476     
・森林共同施業団地２箇所設置 
・路網の整備と相互利用、循環型の路網設置を検討 

18 21～23 後志 寿都地域森林整備推進協定  H25.3.26 
後志総合振興局.寿都町.南しりべ
し森林組合.寿都町漁業協同組合  

7,370  1,887  5,483  2,803  1,044   1,637   

・森林共同施業団地３箇所設置（うち国有林が関係する団地
は１箇所） 
・路網の整備と相互利用 

19 24 檜山  厚沢部町清水地域森林整備推進協定  H23.9.6 厚沢部町  1,416  902  514   514     
・団地内での現地検討会の開催による双方の森林施業技術の
向上 

20 － 檜山  奥尻島森林整備推進協定  H25.3.13 奥尻町  4,289  2,970  1,319   1,319     
・森林整備協定を先行締結 
・今後整ったところから森林共同施業団地を設定予定 

（参考）北海道の森林整備推進協定（森林共同施業団地）一覧  

お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 
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 地域関係者の大部分が森林認証に参加し、国有林に対して取得の要請が
あり、地域の木材供給において国有林が一定の役割を期待されているなど
の条件が整っている地域において、平成25年度中に取得または継続をする
方向で検討を進めます。 

お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

・北海道森林管理局では地域の要請に応える形で森林認証
を取得しています。平成２５年３月末現在の取得状況は次
のとおりです。 

(注)森林認証とは 
  独立した第三者機関が、適切な森林経営や持続可能な森林経営が行われている森林を認証
し、そこから生産された木材製品等に認証マークを付けることによって、持続可能な森林の利
用と保護を図ろうとする制度です。 
  世界的規模のＦＳＣ（森林管理協議会）や日本独自の制度であるＳＧＥＣ（緑の循環認証会
議）等が森林認証を行っています。 

森林認証の種類 流  域 森林管理署等 面積  (ha)

ＳＧＥＣ   網走西部流域   網走西部森林管理署 106,190

        同  上   西紋別支署 84,416

ＳＧＥＣ 計 190,606

ＦＳＣ   上川北部流域   上川北部森林管理署 503

合  計 191,109

地域の人たちへの森林認証制度のＰＲ      
（網走西部森林管理署） 
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 准フォレスター研修など人材育成による民有林支援を引き続き実施する
とともに、北海道の地域特性を踏まえた人材育成における関係機関との連
携強化について検討します。 

お問い合わせ先 技術普及課 TEL:050-3160-6285 FAX:011-616-4021 

 
 

 

フォレスター等人材育成の枠組み（素案） 

北海道 
水産林務部 

北海道大学農学部 

森林総合研究所 
  ・北海道支所  
  ・北海道育種場 

林野庁 
 北海道森林管理局 

道立総合研究機構 
   ・林業試験場 
   ・林産試験場 

★ 目 的 
  森林・林業再生に必要な技術・知識を有し、その中心的役割を担う人材へ継続的
な専門教育を実施し、持続的な森林経営の実現と地域の振興・活性化に寄与する。 
      ① 准フォレスター研修受講後の継続的な専門教育の実施 
      ② フォレスター資格取得に向けた専門教育の実施 
      ③ フォレスター資格取得後の継続的な専門教育の実施     

○各機関が行う以下の学習会等にフォレスター等の参加 
      

 ●公開講座 ●シンポジウム ●現地検討会 ●各種研究発表会 等 

上記の実施に当たっては各機関の特性を活かして、研究成果や
先駆的技術の情報提供・フィールドの提供・講師派遣等につい
て相互に連携・協力を行う。 

イメージ 

連携･協力 連携･協力 

北海道森林組合連合会 
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お問い合わせ先 技術普及課 TEL:050-3160-6285 FAX:011-616-4021 

 「市町村森林整備計画実行管理推進チーム」及び「森林経営計画作成推
進班」への職員参画等を通じて、森林・林業の再生に向けた市町村行政の
取り組みを支援するとともに、准フォレスターの活動について森林管理局
ホームページ等を活用した情報発信を推進します。 

市町村森林整備計画実行管理推進チーム 

准フォレスター 
林業普及指導員（道） 
森林管理署（国） 

造林・路網・林産 
道有林担当（道） 

市町村 指導林家 
青年林業士 

林業事業体等 製材加工工場等 森林組合 

森林施業 
プランナー 

森林経営計画作成推進班 

准フォレスター 
林業普及指導員（道） 
森林管理署（国） 

造林・路網・林産
道有林担（道） 

森林経営計画 
作成者（属地） 

指導林家 
青年林業士 林業事業体等 製材加工工場等 

市町村 
（認定者）    

連携 

※ 平成24年度の森林管理署等の市町村等への支援の状況については、北海道
全17９市町村中、１５５市町村の「推進チーム」に構成員として参画し支援を
実施しました。 

作
業
班
的
な
組
織 

留萌南部市町村森林整備計画実行管
理推進チームの会議の様子 
（留萌南部署）  
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 林業事業体への安定的な事業の発注に努めるとともに、事業発注見通し
の公表、複数年間の事業の一括発注、入札での総合評価落札方式の導入、
北海道の林業事業体登録制度の活用の検討を進めるほか、森林・林業関係
事業体との意見交換会を開催し、事業実行等にかかる生の声を把握しなが
ら事業体の経営体質の強化等に資するよう取組みます。 

地域 開催年月日 延べ参加者 

札幌（第１回） H24.8.30 27名 

旭川（第１回） H24.7.30 31名 

北見（第１回） H24.8.7 35名 

帯広（第１回） H24.7.11 28名 

函館（第１回） H24.8.23 20名 

札幌（第２回） H24.11.26 27名 

旭川（第２回） H24.11.29 32名 

北見（第２回） H24.11.22 33名 

帯広（第２回） H24.11.30 25名 

函館（第２回） H24.12.4 19名 

札幌（第３回） H25.3.18 165名 

意見交換会の実施状況 
意見交換会の内容 
①北海道森林管理局重点取組事項について 
②木質バイオマス利用への推進を図るための仕組みづくりについて 
③国有林材の安定供給システム（製品販売）に対する要望      
④意見交換会等の機会の増加を要望  等                                 

Ｈ２５年度の意見交換会の実施予定 
 

１.実施時期 
   地域ごとに、年度中２回以上の開催を予定。 
 

２.議題等 
   関係事業体全般にわたるものだけではなく、各事業において 
  実施主体が課題としている事項や収集したい情報など、より   
  有益なものとなるよう工夫。 

森林・林業関係事業体との意見交換会 
H24年8月30日（札幌地区） 

お問い合わせ先 森林整備第一課 TEL:050-3160-6288 FAX:011-614-2654 
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お問い合わせ先 資源活用第一課 TEL:050-3160-6295 FAX:011-614-2654 

 各地域の木質バイオマス資材の需要情報を把握し、地域の民有林等との
連携を深め、安定的な供給に努めていきます。あわせて、木質バイオマス
資材生産の功程調査などを行い、「素材生産現場からのバイオマス資材供
給」と「需要者へのバイオマス資材の販売」をマッチングさせた低コスト
で安定的な収集・搬出システムを検討します。 

地域協議会等 
（情報・参画） 

木質バイオマス
資材の需要把握 

木質バイオマス資材の供給方法 

● 直接契約（末木枝条・端材） 

● 素材の委託販売（原料材） 
● 安定供給システム販売（原料材） 

● 一般公売（立木） 

※ 国有林材の供給方法の多様化 小口利用（熱供給） 

バイオマス資材調達 

○調達コストは低価 
 （重油との比較） 

大口利用（発電） 

○大量・安定的確保 

○年間数百トン程度 

バイオマス資材調達 

○調達範囲が広域 

○調達方法の多様化 

生産功程調査 
平成23年度 間伐箇所 
平成24年度 小面積皆伐箇所 
平成25年度 条件の違いによる生産コストの把握 
      低コストで安定的な収集・搬出システムの検討 

● 安定供給システム販売（立木） 

（備考）安定供給システム販売とは、製材工場等の協定希望者から生産・加工・流通の低コスト化・合理化や木材需要の拡大等の提案を受け、 
   企画競争形式により実施する素材（丸太）、立木の販売。 
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人工林間伐箇所 小面積皆伐箇所 

ケース 現行ﾓﾃﾞﾙ 土場（巻立）の効率化
ﾓﾃﾞﾙ 

集材時間の短縮 
ﾓﾃﾞﾙ 

将来に向けての 
理想ﾓﾃﾞﾙ 現行モデル 

内容 

①木寄ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
②集材ﾌｫｰﾜｰﾀﾞ：1台 
③土場ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
④集材距離：無制限 

①ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
②ﾌｫｰﾜｰﾀﾞ：2台 
③ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
④集材距離：無制限 

①ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
②ﾌｫｰﾜｰﾀﾞ：1台 
③ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
④集材距離：500m 

①ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
②ﾌｫｰﾜｰﾀﾞ：1台 
③ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
④集材距離：300m 

①ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
②ﾌｫｰﾜｰﾀﾞ：1台 
③ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ：1台 
④集材距離：100m 

森林ﾊﾞｲｵ資源 
生産経費／トン（注） 7,261 6,078 5,397 3,738 3,269 

評価 

※車輌配置は稼働率及び
作業効率を図るため、常に
定型的な配置とはなってい
ない。 
 

ﾌｫﾜｰﾀﾞ2台の配置により、

土場（巻立）ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙの稼
働率が大幅に上がり、功
程が上がる。 

末木枝条等の集荷
範囲を絞り込むこと
により、各配置車輌
の稼働率が大幅に
改善され、現行ﾓﾃﾞﾙ
の改善型としては最
大の効率化となる。 

集材距離が300m程度

となるような林業専用
道等の路網が整備され
たときの理想ﾓﾃﾞﾙであ
る。 

皆伐箇所のため木寄・
集材作業が効率的。 

 北海道森林管理局では、ﾊﾟﾙﾌﾟ・ﾁｯﾌﾟ用材の分野で地域材の利用拡大を図るため、平成23年度に上川中
部森林管理署管内の低コスト・高効率作業システムによる人工林間伐実行箇所において、造材時に出て
くる末木枝条等をﾊﾞｲｵﾏｽ資源として生産するための作業功程、単位量当たりのｺｽﾄ等を把握するとともに、
作業仕組みの改善によるｺｽﾄの削減を検討しました。また、24年度は宗谷森林管理署管内の小面積皆伐
（誘導伐）箇所で引き続き調査を実施しました。 

 注：重量（トン）はADT（風乾量）。また、算定したコストは直接経費のみであり、かつ、使用機械の導入等は補助金を前提としている。 

① 林業専用道の開設を最大限推進 
② 誘導伐等によって資源ロットを拡大 
③ 林業専用道に直接集積されるような伐区設

定等によってﾌｫﾜｰﾀﾞによる集材ｺｽﾄを低減 

 最大効率化  
 生産ｺｽﾄ削減 

お問い合わせ先 資源活用第一課 TEL:050-3160-6295 FAX:011-614-2654 
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お問い合わせ先 資源活用第一課 TEL:050-3160-6295 FAX:011-614-2654 

 局内に木材利用拡大のプロジェクトチームを設置するとともに、道内関
係機関が関係団体等の参加を得て、情報共有、具体的な対策の協議を行い、
一致して道産材の利用拡大に取り組みます。 

各種会議等への積
極的な参加・貢献 

森林管理局 
木材利用プロジェクトチーム 

市町村等からの
情報収集 

木材加工業者から
の聞き取り調査 

関係業界と
の意見交換 

試験研究機関等
との現地検討会 

国有林材供給調整
検討委員会 

森林管理局 

開発局 

道庁 

有識者 

研究機関 

道森連 

道木連 

ビルダー・工務店等団体 

木材利用プロジェクトチーム 

利用拡大意見交換会 ほか 

木材需給懇談会 ほか 

建築学関係 ほか 

森林総研 

道総研 

道産材利用拡大協議会（イメージ） 

林業試験場 

林産試験場 

北方総合研究所 

（取り組み事項） 
１ トドマツの積極的利用 
２ バイオ需要への対応 
３ 間伐紙の利用拡大 
４ １～３までに関する道民への啓蒙普及 など 

合
同
事
務
局 
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 国有林材の供給において、木材価格急変時の供給調整機能を発揮するた
め、地域における木材流通の情報を収集するとともに、新たに有識者で構
成する国有林材供給調整検討委員会を設置して地域の木材価格や需給の動
向を的確に把握・分析し、需給が調和した国有林材の供給に取り組みます。 

お問い合わせ先 資源活用第一課 TEL:050-3160-6295 FAX:011-614-2654 

地域の木材需給動向の把握・分析 供給調整機能の発揮 

市況調査等 

対象者 収集情報 

森林所有者 
素材生産事業者 
森林組合 
など 

出材の状況 
など 

製材工場 
合板工場 
チップ工場 
など 

丸太の受入状況、
丸太・製材の 
材挙状況 
など 

木材市場 
（委託販売） 
 

購入量 
購入価格 
など 

【情報の収集・分析】 

国有林材供給調整 
検討委員会 

 
 
 
 
 
 
 

有識者等からなる委員会を設置 
・学識経験者 
・関係行政機関 
・木材生産者等 
・流通関係者 
・木材加工業者 など 

市況調査等を基に木材需給動向を
分析し、供給調整の必要性を検討 

 
 
 
 
 
 
 

備蓄林（ランニングストック）
の確保 

 
 
 
 
 
 
 

供給調整の実施 

委員会の報告等を踏まえ、国有林
材の供給調整が必要とした場合
は、国有林材の供給調整を実施 

・丸太の供給時期の調整 

・立木搬出期間の延長 

・備蓄林からの供給  など 

（四半期に１回の開催を予定） 
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 平成24年度に開始したAタイプのシステム販売の実施結果を踏まえ、北
海道の木材需給の実態により適合した販売方法の改善を行うほか、関係者
のシステム販売に対する理解の向上を図りながら意見聴取を進め、低質
材・原料材の合理的流通や新たな需要の開拓に結びつけるなど、システム
販売の拡充を通じて道内の木材流通等の改善を図ります。 

お問い合わせ先 資源活用第二課 TEL:050-3160-6296 FAX:011-614-2654 

将来は、山土場か
ら工場へ直送して、
自動選別機等を活
用して選別・仕
訳・数量確定する
ことを指向して、
ＢタイプからＡタ
イプへ誘導。 

集造材 
＋ 
巻立 
＋ 
検知 
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原
木 

買受者 
（協定締結者） 

国 

Ｂタイプ 

集造材 

生産請負者 

国 

Ａタイプ １ 

検知 

集造材 
＋ 
検知 

生産請負者 

国 

Ａタイプ ２ 

巻立 

依頼 

選別巻立 

工場土場 

山土場 

発注 

原
木 

国 

原
木 

発注 

発注 

発注 

買受者 
（協定締結者） 

買受者 
（協定締結者） 
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 平成２５年３月１８日にシステム販売に関する説明会（かでる２．７、事業体等１７０名出
席）を開催し、➀Ａタイプ（工場等に直送する取組）の改善、➁木質バイオマス発電など原料材
等の大口需要、需要拡大の取組等の支援、➂各種取組に必要な木材の需要に応じて公募量を増大
すること等について説明を行いました。 
 

24年度から実施した「山土場に集材された原木を工
場等へ直送する取組」（Ａタイプ）については、実
施の過程で様々な課題・問題点が把握されたところ
であり、Ａタイプの協定先等との意見交換(1.22)等
を踏まえ、 
 ・山土場で丸太を計測した後、工場へ直送する提   
  案も可とすること 
 ・写真撮影による林産物の確認方法 
などを改善しました。 

Ａタイプの改善 

各種取組の実施に必要な木材の需要に応じてシス
テム販売の公募量を増大します。 

公募量の増大 

公募地区 公募数量 
（㎥） 

【参考】24年度協
定実績(㎥) 

札幌地区 45,000 30,000 

旭川地区 29,000 24,000 

北見地区 70,000 41,000 

帯広地区 70,500 18,200 

函館地区 22,100 10,000 

計 236,600 123,200 

平成25年度 第１回公募 

第１回の公募を行いました。 
３月２６日公告、申請書等の提出期限は４月２５
日まで 
今回は、236.6千㎥分の公募を実施し、意見交換会
などでの要望も有り物件毎に原料材比率の目安を
参考に掲載しました。なお、次回の公募は５月中
旬頃に行う予定です。 

 

木質バイオマス発電など原料材や未利用資源を大量
に利用する取組、トドマツ大径材やアカエゾマツの
需要拡大に資すると認められる取組などには、シス
テム販売を通じて支援していくこととします。 

原料材等の大口需要、需要拡大の取組等の支援 

お問い合わせ先 資源活用第二課 TEL:050-3160-6296 FAX:011-614-2654 
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① 人工林資源の充実により間伐を主体とする森林整備を行っており、人工林の間伐材の素材販売量が増加。 
② 製品（丸太）のシステム販売については、人工林間伐材の需要拡大等を目的に進めており、販売の約３分
の１を占める。 

③ 素材生産コストの低減、森林資源の有効利用などを目的とする立木のシステム販売を検討。 

  ・平成24年度のシステム販売は、木材市況等の影響もあり、４回公募するも当初予定の166千㎥を大きく下
回る121千㎥。 
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お問い合わせ先 資源活用第二課 TEL:050-3160-6296 FAX:011-614-2654 
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針・広別伐採量、トドマツ・カラマツ伐採量（単位：万㎥) 

針葉樹 広葉樹 トドマツ カラマツ 

968,934  
1,038,942  1,068,610  
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1,373,874  

1,421,300  
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㎥ 
伐採量・立木販売量の推移 （注：伐採量には立木補償・切り捨て間伐分は含まない） 

総数 

立木販売 
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お問い合わせ先 資源活用第一課 TEL:050-3160-6295 FAX:011-614-2654 



凡 例 

国有林 

道有林 

私有林 

お問い合わせ先 企画課 TEL:050-3160-6271 FAX:011-622-5194 
44 



662 

2,395 

133 

476 

154 
170 

549 

1,000 

3,057 

55% 

608 

11% 

324 

6% 

1,549 

28% 

国有林 

国有林人工林 

国有林天然林 

道有林 

道有林人工林 

道有林天然林 

市町村有林 

市町村人工林 

市町村天然林 

私有林 

私有林人工林 

私有林天然林 

森林面積5,539(千ha) 

人工林：1,497 
天然林：4,042 

※北方四島含まない。 

資料：北海道林業統計 
各所管の天然林は、無立木地、その他除地等を含む。 

(22%) 

(78%) 

お問い合わせ先 企画課 TEL:050-3160-6271 FAX:011-622-5194 
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エゾマツ類(※1) 
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トドマツ 

資料：「北海道林業統計」 

苗木を植栽した年を1年生とし、1～5年生
をⅠ齢級、6～10年生をⅡ齢級と数えま
す。 

※1：エゾマツ類には、アカエゾマツを含む。 
※2：カラマツ類には、グイマツ、グイマツF1及びスーパーF1を含む。 

 国有林で植えた樹種の主体はトドマツですが、カラマツ類・エゾマツ類
も植えています。最近ではエゾマツ類の中のアカエゾマツが主体となって
います。 
 これらの人工林の多くは、いまだ間伐等の施業が必要な育成段階にあり
ますが、木材として利用可能なⅪ齢級以上（51年生以上）が年々増加しつ
つある一方、若齢林が非常に少ない状態であり、今後、持続可能な森林経
営のできる森林資源の造成を目指します。 

お問い合わせ先 企画課 TEL:050-3160-6271 FAX:011-622-5194 
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 国有林のうち約78％は、トドマツ、エゾマツ、ミズナラ、カバ等から成
る天然林で、多様な生態系を育む環境を提供しています。 
 天然林のうち一部には、十勝川源流部原生自然環境保全地域のように全
く人手のつけられていない原生林もありますが、その多くは一度は伐採さ
れて、その後、天然に生えた稚樹等が成長してできた森林です。 
 このように、天然の力で森林が生まれ変わることを天然更新と言いま
す。天然の力を活用しながら、生物多様性の保全等にも配慮した森林施業
の方法の確立に向けて実証的な取り組みを進めます。 

お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 

雌阿寒岳山麓のｱｶｴｿﾞﾏﾂ原生林（根釧西部森林管理署管内） 十勝川源流部原生自然環境保全地域（東大雪支署管内） 
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 北海道庁は、北海道水資源の保全に関する条例第17条の規定に基づき、
平成24年10月１日に第１回水資源保護地域の指定（53箇所）、平成25年４
月１日に第２回の指定（62箇所）を行いました。 
 北海道森林管理局では、各森林管理署管内の水資源保全地域について情
報を収集・整理するとともに、水資源保全地域周辺の国有林において、水
資源の保全のため、引き続き適正な土地利用及び施業を実施するよう取り
組みます。 

水資源保全地域の位置をプロットした北海道森林管理局管内図を局長室に掲示し、職員へ周知 

お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652 
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２　予　　算 (単位：百万円）

（参考）　　　平成２５年度の主要事業量及び予算

１　主要事業量

区　　　　　分 単位 ２４年度当初 ２５年度当初 対前年度比

110 228 207%

収 穫 量

主　　伐 千㎥

間　　伐 千㎥ 94%

計 千㎥ 1,378

1,268 1,193

1,421 103%

販 売 量
立木販売 千㎥ 386 387 100%

製品販売 千㎥ 573 596 104%

造　　林
地　　拵 ha （ 2 53%

植　  付 ha （ 1 ） 1,281 （ 31 ）

） 1,486 （ 21 ） 786

1,303 102%

林　　道
新　　設 km （ 7 ） 175 （

治　山　事　業 百万円 （ 475 ）

196 ） 75 43%

改　　良 km （ 0 ） 70

2,422 （ 3,934 ） 3,356 139%

（ 88 ） 40 57%

5,495 5,536 101%

　注：（　）は前年度繰越で外書

区　　　　　　　分 ２４年度当初 ２５年度当初 対前年度比

収入

林 産 物 等 収 入

6 50%

林 野 土 地 売 払 代 30

分 収 育 林 収 入 12

10 33%

土 石 売 払 代 130 130 100%

財 産 貸 付 料 等 収 入
（ 雑 収 入 含 む ）

640 764 119%

計 6,307 6,446 102%

支出

事 業 的 経 費 等 （ 227 ） 16,250 （ 7,134 ） 14,929 92%

給 与 経 費 8,473 6,430 76%

そ の 他 の 経 費 （ 0　 ） 637

　注２：平成２５年度の予算区分は、平成２４年度の区分に合わせた形で試算。

　　　　なお、平成２５年度の給与経費に退職金は含まない。

( 7,134 ) 23,671 93%

　注１：（　）は前年度繰越額で外書。

( 0　 ) 2,312 363%

計 （ 227 ） 25,360
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