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平成26年度 北海道森林管理局の主な取り組みの概要

現状・背景

・「攻めの農林水産業」
 国産材CLT普及、公共施設

の木造化・内装木質化
 需給情報共有など安定的

な流通体制の構築
 ニーズに応じた製品の供

給促進
 施業集約化、路網整備、

造林の低コスト化

①公益重視の管理経営の一層の推進
 機能に応じ５タイプに区分し、公益林

として管理経営
 森林吸収量の確保のため、間伐の実施、

効率的な再造林等に積極的に取り組む
など、地球温暖化防止へ貢献

 関係行政機関等と連携しつつ、原生的
な森林生態系の保全・管理や野生鳥獣
の個体数調整等、生物多様性保全への
貢献

②森林・林業の再生に向けた貢献
 民有林と連携した施業、林業の低コス

ト化に向けた技術開発等により民有林
の経営支援に取り組むなど、森林・林
業再生へ貢献

 林産物の供給等を通じて、地域の川上
～川下の関係者との連携を強化し、国
産材の安定的・効率的な供給体制の構
築へ貢献

③「国民の森林」としての管理経営、地
域振興への寄与等

 国有林野をより開かれた「国民の森
林」として管理経営

 海岸防災林の再生や国有林野の活用、
復興用材の供給等、東日本大震災から
の復旧・復興へ積極的に貢献

管理経営基本計画の改定
(H25.12)（計画策定から5年経過）

1. 保護林の拡充及び希少種の保護管理強化等
2. 公益的機能の高度発揮に向けた取り組み
3. 新たに制度化された公益的機能維持増進協定の取り組み
4. 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
5. 斜里川流域における河川工作物の改良工事を実施
6. 森林吸収源対策
7. 地域の関係行政機関等と連携した野生鳥獣の個体数管理や

共存に向けた森林整備の推進
8. 直接捕獲によるエゾシカ被害の軽減

9. 森林整備の計画的な実施とコンテナ苗など低コスト化の推
進

10. 北海道型作業システム路網モデル施業地において林業専用
道を開設

11. 森林作業道作設の継続的検証
12. 地域の課題や要望の把握と国有林野事業への反映
13. 森林共同施業団地の設定とそのメリットの発現
14. 地域からの要請に応える森林認証取得・継続
15. 道庁と連携したフォレスター等活動の展開
16. トドマツ人工林の天然更新による低コスト更新技術の確立
17. 航空レーザー計測技術を活用した森林資源の把握
18. 道内の関係行政機関等と連携した技術交流
19. 地域の木材価格や需給の動向の的確な把握による国有林材

の供給
20. 木質バイオマス資材の有効活用と需要者への安定供給
21. システム販売による木材の安定供給と木材流通等の改善

22. 地域の要望や社会の要請に応える国有林野の管理経営
23. 道の機関と連携した森林環境教育・木育活動の推進
24. 自然再生事業の推進
25. 「21世紀・アイヌ文化伝承の森」プロジェクトの推進

平成26年度の主な取り組み項目

人工林が本格的な利用期
需要に応じた国産材の供
給体制が不十分
国産材の小規模分散、多
段階流通構造の改革

地球温暖化防止対策
頻発する集中豪雨等

・間伐特措法の改正
・全国森林計画の改正



１．保護林の拡充及び希少種の保護管理強化等

道内国有林の生物多様性保全に向けて、保護林設定のための現地調査や各種の希少
野生動植物保護管理のための環境整備等を実施します。
また、入込者の多い国有林において、森林保護員（愛称：グリーン・サポート・ス

タッフ）を雇用し、植生保護のための入林者へのマナー啓発活動や不法投棄防止、標
識や歩道の簡易な整備活動等、きめ細やかな保全管理活動を実施します。
なお、これらの北海道森林管理局の取り組みについて、広く一般の方々に知ってい

ただくための報告会を開催することとしています。

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

平成25年11月23日に希少種生息地を巡視する自
然保護管理員や、入り込みの多い森林で保全活動
に取り組んでいるグリーン・サポート・スタッフ
の活動の報告会を開催し、100名を超える方々に
ご来場いただきました。

また、翌日には札幌駅前地下歩行空間でパネル
展を開催し約400名の方々が足を止められ、美し
い山野の風景などに見入っていました。

写真は、報告会で来場
者からの質問に答える
グリーン・サポート・
スタッフ

（H25.11.23撮影）

平成25年度の取り組み事例

・希少野生植物であるレブンアツモリソウのラジ
コンヘリを活用した生息個体数調査

・シマフクロウやタンチョウ等の希少野生動物生
息域の巡視活動等

・高山植物保護のためのエゾシカ食害対策等
・保護林の管理強化のためのモニタリング調査
・グリーン・サポート・スタッフによる保全活動
・森林環境巡視報告会（仮称）の開催

平成26年度の取り組み内容

写真は、昨年度実施し
たラジコンヘリによる
レブンアツモリソウ生
息個体数調査の様子

（H25.6.13撮影）
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お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652

渓流沿いや湖沼の周辺等の渓畔周辺は、源流部から中・下流域を経
て海岸線までの連続的なネットワークを形成しており、生物多様性の
保全に大きく貢献していることから、魚類等野生生物の生息環境や水
系への土砂流出の抑制等に留意した水辺域の森林保全に関する取扱い
方法を定めることとし、昨年度は現地検討会を実施し、十勝森林計画
区においてモデル渓畔林流域を設定しました。

平成２６年度については、日高森林計画区、又は渡島檜山森林計画
区において、モデル渓畔林流域を設定します。

河川

２．公益的機能の高度発揮に向けた取り組み（渓畔周辺の取扱い）
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現地検討会の模様

渓畔周辺を水辺から概ね２５ｍ（高木性樹木の平均樹高）の範囲と
し、その範囲内で実施する森林施業や路網整備について、魚類等野生
生物の生息環境等に配慮して実施することとしています。

モデル渓畔林流域
（ペケレベツ二ノ沢）

事業を行う際、下層植生及び表土の保全、土砂流出の抑制に留意２５ｍ（渓畔周辺）

２５ｍ（渓畔周辺）

渓畔周辺の取扱い方法

渓畔周辺の保全の目的

渓畔周辺における施業（模式図）



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

公益的機能維持増進協定制度について

民有林における公益的機能の低下が、国有林の発揮している公益的機能
に悪影響を及ぼす恐れがある場合に、路網の開設や森林整備等を民有林
と一体的に実施する公益的機能維持増進協定制度が設けられました。
この制度により国有林野だけでなく、民有林の公益的機能の維持増進も
図ることができるようになりました。

平成２６年度の取り組み

根釧東部森林管理署管内の国有林及び
国有林に隣接している民有林におい
て、シマフクロウの飛行空間を確保し
採餌環境を改善するため、民有林所有
者と協定を締結し、国有林と一体的に
間伐等の森林整備を行います。

３．新たに制度化された公益的機能維持増進協定の取り組み
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お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652

知床森林生態系保全センター（斜里町ウトロ）を中心に、世界自然遺産
地域を含む知床半島の森林生態系保全管理業務を強化します。

囲いワナに誘引されるエゾシカ
（自動撮影カメラ）

（１）生態系に深刻な影響を与えているエゾシカの捕獲拡大
25年度は斜里町ウトロ地区において40頭捕獲しまし

た。今年度は、囲いワナの増設などにより100頭以上の捕
獲を目指します。

（２）産卵環境改善にも焦点をあてた治山ダム改良に着手
遺産地域内では、サケ類を遡上させることに専ら焦点

を当てて、これまでに5基のダムを改良しました。これか
らは、これに加え産卵環境の改善にも焦点を当てた改良
を進めることとし、今年度はオッカバケ川（羅臼町）の2
基のダムについて具体的に検討します。

（３）順応的管理のための各種モニタリング調査の実施
遺産地域を順応的に管理するには自然環境等のモニタ

リングが欠かせません。今年度は、エゾシカによる植生
への影響、淡水魚や中大型哺乳類の生息状況、河川水
温、ダム改良後の河床変化等を調査します。 オッカバケ川の治山ダム

（落差４ｍ）

４．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
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平成25年度には、知床世界遺産地域での改良成果を活用し、専門家を
交えて、現地調査や地元関係者との現地検討会を実施し、平成２６年
度からオニセップ沢川で改良を実施することが了解された。

お問い合わせ先 治山課 TEL:050-3160-6297 FAX:011-614-2652

治山事業は水源のかん養や生活環境の保全を目的に自然環境に配慮しつつ進めてきています。
平成２６年度は斜里川流域において、水土保全機能に加え、生物多様性保全を目的に河川工作物の
改良工事に着手し、生態系配慮型の治山事業を推進します。

合意形成の取り組み

実施箇所 平成26年度改良箇所
オニセップ沢川第１０号床固工

現 状

改良（案）

改良後のモニタリングを実施し、改良効果を検証する。

！！

♪♪

5

５．斜里川流域における河川工作物の改良工事を実施



京都議定書第２約束期間（平成２５年から平成３２年まで）における森
林吸収源を含めた地球温暖化対策については、今後も国際的な報告義務が
課せられていることなどから、引き続き着実に取り組むことが求められて
います。

国際的に合意された森林吸収源の算入上限値である年平均3.5％（1990
年比）の吸収量の確保を図ることが必要であり、引き続き間伐の実施を促
進するとともに、確実な再造林も含めた造林の実施を促進していきます。

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

複層林下木植栽後
（後志森林管理署）

列状間伐実施後
（石狩森林管理署）

ﾏﾙﾁｷｬﾋﾞﾃｨｺﾝﾃﾅ苗
（トドマツ）

６．森林吸収源対策
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自衛隊等との連携による捕獲事業

釧路根室流域において、釧路市など関
係機関等との連携によるボランティア捕
獲事業を実施します。

７．地域の関係行政機関等と連携した野生鳥獣の個体数管理や共存に向けた
森林整備の推進

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

釧路根室流域において、白糠町（地
元猟友会）、陸上自衛隊、北海道、
地方独立行政法人北海道立総合
研究機構環境科学研究センターと
連携した捕獲事業を実施します。

（根釧西部署における自衛隊等との連携捕獲）

ボランティアハンター捕獲事業

関係機関の協力によるエゾシカ捕獲事業

平成25年度は、平成26年
２～３月を「エゾシカ一斉
捕獲推進期間」に設定し、
市町村、国有林、北海道等
と連携した被害対策とし
て、管内16署28市町村
（H24：3(支)署7市町村)で
「エゾシカ一斉捕獲」に取
り組んだところであり、平
成26年度も引続き実施しま

す。

一斉捕獲推進期
間への取り組み

エゾシカ狩猟者
の利便性の向上

一回の申請で全道国有林への入
林が可能となる「全道一括入林
承認に伴う合同説明会」を全道
６箇所で実施します。

（北海道猟友会札幌会場での説明状況）
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エゾシカをはじめとする野生鳥獣被害対策について、地域協議会等を通じた関係機
関との連携の強化を図りつつ、各種調査分析や技術向上対策、捕獲支援のための林道
除雪などの個体数管理対策や防護柵の設置など総合的な対策を進めます。
平成26年度より、森林荒廃の防止が図られ、森林の公益的機能が適切に発揮される

よう、森林整備事業（公共）による野生鳥獣被害対策を推進します。

• エゾシカ捕獲支援（捕獲効率向上のための林道除雪）
• 狩猟巡視員の配置

• 野生鳥獣生息状況等の調査（詳細影響調査）

• 鳥獣被害防止対策協議会への支援
 釧路根室流域(雷別地区)において「防鹿

柵」を設置
 上川流域、釧路根室流域の保護林におい

て「食害防止ネット巻き付け」を実施
 網走東部流域(知床地区・真鯉地区)にお

いて「囲いワナ」、ウトロ地区において
「モバイルカリング」を実施

 宗谷流域、釧路根室流域において「囲い
ワナ」を実施

 石狩空知流域、十勝流域、上川流域の各
地区において「シャープシューティン
グ」実施

国有林自らによる捕獲等さ
ら
に

平
成
26
年
度
よ
り

【エゾシカの食害による被災森林において】
○ 防鹿柵設置
○ 保護資材設置（食害防止ネット巻き付け）
○ 誘引捕獲（捕獲場所の整備、囲いワナや
シャープシューティング等による捕獲）

８．直接捕獲によるエゾシカ被害の軽減

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

継続事業

（国有林の林道除雪状況）

（囲いワナ）

（詳細影響調実施地域）
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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

地球温暖化防止に係る森林吸収源対策として主伐後の再造林の推進が必要であるこ
とを踏まえ、計画的かつ効率的な森林整備を推進します。
また一貫作業方式の導入などコンテナ苗に関する取り組みを通じて造林の低コスト

化を推進します。

コンテナ苗植付実施署数

平成23年度 平成24年度 平成25年度
平成26年度

予定

植付実施署数 ３署 ８署 ２４署 １８署

コンテナ苗
植付本数 3,175本 10,800本 33,212本 85,445本

伐採との一貫作業
実施署数（内数） １署 ５署 ９署

※「一貫作業」とは、伐採、地拵えの終わった箇所からコンテナ苗を
順次植栽する作業方法

※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
がるなどのメリットがあり
ます。

（平成２６年度の主な取り組み）

１ コンテナ苗など低コスト化の推進
・コンテナ苗植付器具別の植付功程、生長調査等の結果の検証と
技術の改善。

・苗木生産者等へ苗木損傷率、生長調査結果をフィードバックする
など、外部へ向けてコンテナ苗に関する情報発信の強化。

・コンテナ苗に関する現地検討を開催し普及。

２ 一貫作業方式の導入による造林コストの低減
・一貫作業による低コスト化を定着させるため、コンテナ苗植付等
の積算因子調査、植付時期別植栽試験の実施。

植付道具の改良 コンテナ苗現地検討会の開催

一貫作業方式の導入
プランティングチューブ
によるコンテナ苗植付 9

９．森林整備の計画的な実施とコンテナ苗など低コスト化の推進



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

北海道の地形特性を(傾斜が緩やか、地形が複雑でない)を生かし、高性能
林業機械を効率的に稼働させることを目的として設定したモデル施
業地(上川中部森林管理署・十勝東部森林管理署)に林業専用道を開設する。更
に、上川中部森林管理署に設定したモデル施業地（美瑛地区）において
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。

(上川中部森林管理署・十勝東部森林管理署）

・北海道型作業システムのモデル施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
（上川中部森林管理署）

上川中部森林管理署で
行われた現地検討会の様子

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路網設定が可能な地域

林業専用道において、民有林担当者・事業体関係者を
含めた現地検討会を開催し、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。

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、事例集の充実を図る。
※ 現地検討会：４箇所程度(未定）

56 46
111 110 118 127

H21 H22 H23 H24 H25 H26(予定)

km林道(林業専用道)新設の推移

北海道形作業システムの施業地選定の考え方

北海道の傾斜分布

現地の実情に応じた的確な林業専用道整備の推進

平成26年度の
取り組み

10．北海道型作業システム路網モデル施業地において林業専用道を開設

北海道型作業システムモデル施業地における路網整備
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お問い合わせ先 資源活用第二課 TEL:050-3160-6289 FAX:011-614-2654

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・定着を推進するため、現地検討会
や研修会を継続して開催し、関係職員及びオペレーターのレベルアップを図ります。
（現地検討会 H25 19回 参加者945人）

【主な取り組み】
 事業実行中の請負生産現場におい

て職員及び事業体オペレーターに
よる現地検討会を開催（全署で開
催）

 高性能林業機械による作業システ
ムを実践している事業箇所で、民
有林・国有林関係者による現地検
討会を開催（５地区で開催）

 民有林等で開催する現地検討会に
参加

 森林作業道作設技術の向上と品質
確保のため森林作業道作設マニュ
アルの普及を推進

 森林作業道作設の優良事例等を広
めるため、森林作業道作設事例集
の改訂版を作成

現地検討会の開催や
マニュアルの普及

実
現
へ
向
け
て

11．森林作業道作設の継続的検証

平成26年度森林作業道予定

署
H26開設予定

箇所数 延長（ｍ）

石狩 6 145,000 

空知 9 111,000 

胆振東部 5 55,000 

日高北部 4 90,000 

日高南部 4 52,000 

留萌北部 3 129,000 

留萌南部 3 129,000 

上川北部 3 126,000 

宗谷 3 96,000 

上川中部 3 137,000 

上川南部 3 52,000 

北空知支 1 28,000 

網走西部 7 205,000 

西紋別支 6 89,000 

網走中部 9 122,000 

網走南部 6 192,000 

根釧西部 6 271,000 

根釧東部 5 88,000 

十勝東部 9 230,000 

十勝西部 3 99,000 

東大雪支 4 159,000 

後志 2 64,000 

檜山 4 47,000 

渡島 4 44,000 

計 92 2,449,000 

• 繰り返し使用できる丈
夫で崩れにくい森林作
業道作設技術の普及

低コスト・高効率作業
システムの普及・定着

十勝東部署現地検討会
（10/10)

地域コアメンバーとオペ
レータとの現地検討会
（十勝西部署管内11/8)

11



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 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・国有林の連携のもと、北海道の森林を守り、育て、利用して、活力ある地域づくりに貢献するとともに、
豊かな森林を次の世代に引き継ぐ

 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６月、北海道森林管理局と北海道は「北海道の森林づくりに関する覚書」
を締結し、活力ある地域づくりや豊かな森林づくりの推進へ向けて、協力して取り組
むこととしました。これらの取り組みの実現へ向けて、北海道との「林政連絡会議」
を定期的に開催します。
また、地域の課題や要望を把握し、国有林野事業へ反映させるため、定期的に「地

域林政連絡会議」や「市町村連絡会議」を開催します。

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

12．地域の課題や要望の把握と国有林野事業への反映

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

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。

Ｈ25年度の取り組み
・森林管理局管内では平成26年３月末現在で森林整備協
定を19箇所で締結し、森林共同施業団地を20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。

Ｈ26年度の取り組み

・平成26年度も引き続き森林整備協定及び森林共同施業
団地の設定に取り組みます。
・また、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。

（左から）
柵木中標津町森林組合代表理事組合長、小林中標津町長、
倉田根釧東部森林管理署長

中標津町、部分林管理者２団体と根釧東部森林管理署が
「中標津町南中地区森林共同施業団地」を設定

（平成26年3月24日）

13．森林共同施業団地の設定とそのメリットの発現
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お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652

北海道森林管理局は、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次の地域において、森林認証を取得または継続しています。
平成26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）等があります。

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）森林認証の種類 流域等 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 106,190.32

同上 西紋別支署 84,415.62 

網走東部流域 網走中部森林管理署 107,330.26 

同上 網走南部森林管理署 135,835.50 

胆振東部流域 胆振東部森林管理署 20,250.64 

ＳＧＥＣ計 454,022.34 

ＦＳＣ 上川北部流域 上川北部森林管理署 503.21 

合計 454,525.55 

14．地域からの要請に応える森林認証取得・継続
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「推進チーム」や「推進班」へは、国有林准フォレスターも参画し、ゾーニング
や木材生産、販売、路網・作業システム関する指導、アドバイス等を行い、民国
連携した森林整備の推進などについて協議された。
H25年は全179市町村中175の「推進チーム」に参画した。

「林業技術者育成研修等」の実施による人材育成、「市町村森林整備計画実行管理推進
チーム等」への職員の参画による市町村等への支援、各地での民有林と国有林のフォレ
スターによる地域課題の解決に向けた取り組みを通じ、森林・林業の再生を推進しま
す。

市町村森林整備計画
実行管理推進チームへの参画状況

H25年北空知地区市町村森林整
備計画実行管理推進チームの
会議の様子（北空知支署）

お問い合わせ先 技術普及課 TEL:050-3160-6285 FAX:011-614-2654

民国のフォレスターによる
地域課題の解決に向けた取り組みの推進

H25年赤平地区市町村森林整
備計画実行管理推進チーム
の会議の様子（空知署）

渡島東部南ブロック森
林計画推進班の会議の
様子（渡島署）

林業技術者の育成研修等の実施
①「技術者育成研修」小樽市10月上旬
市町村森林整備計画の作成等に係る市町村への支援業務を円滑に行うため、市町村森林整
備計画の策定、森林経営計画の認定に必要な基礎的な知識能力を習得させる研修を実施。

②「実践研修（現地検討会）」旭川市10月下旬、帯広市11月上旬
民有林支援を実践していく上で必要な技術を習得させるため、地域の現状に応じた森林づ
くりや木材生産コスト低減等に資する実践的な研修を実施。

15．道庁と連携したフォレスター等活動の展開

人材の育成

市町村等の支援 各地域毎の活動

森林経営計画
推進班への参画状況

各地域において、研修会や勉強会等の開催な
ど地域課題の解決に向けた取り組みを実施。

民国フォレスターによる
現地での意見交換会の様
子（後志地区）

木質バイオマスの利用等
の地域課題を民国のフォ
レスターが情報交換して
いる様子（富良野地区）
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お問い合わせ先 計画課 TEL:050-3160-6283 FAX:011-614-2652

造林コストの低減が課題となる中で、天然更新を活用した低コスト
なトドマツ林の造成技術の確立に資するため、必要な知見の収集を行
い、学識者からなる検討会を設置し、トドマツ天然更新の適用可能地
域や事業的規模で実証するための具体的な施業方法を検討します。

目 的

16．トドマツ人工林の天然更新による低コスト更新技術の確立

16

トドマツ人工林
【十勝東部森林管理署管内】

ハーベスタによる列状間伐
【十勝東部森林管理署管内】

集材路跡の天然更新状況
【十勝東部森林管理署管内】



レーザー計測したデータと現地調査の結果との比較等を行い、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・トドマツなど、
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

実施状況
H24年度はパイロットフォレストにて、カラマツを

対象として実施、H26年度は樽前地域において、トドマ
ツ・アカエゾマツを対象に実施予定。

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

17．航空レーザー計測技術を活用した森林資源の把握
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森林・林業等に係る技術交流を図るため、北海道、国・道の研究機関、教育機関、
ＮＰＯ等と連携し、「北の国・森林づくり技術交流発表会」を開催します。
また、北海道開発局、北海道農政事務所等と発表会に係る情報を共有するととも

に、相互参画を促進し連携を深めます。

お問い合わせ先 技術普及課 TEL:050-3160-6285 FAX:011-614-2654

18．道内の関係行政機関等と連携した技術交流

北海道開発局、北海道農政事務所等主催の発表会

北海道森林管理局主催：平成２７年１月開催予定

「北の国・森林づくり技術交流発表会」

相互参画

参加

情報共有

北海道
市町村
森林総研道支所
北海道育種場
道総研林業試験場
道総研林産試験場
大学
高校
ＮＰＯ等
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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

道産材の約３割を占める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、地域の木材価格や需給の動向を的確に把握・分析し、昨年度に引き
続き、外部有識者で構成する「国有林材供給調整検討委員会」を設置して、国有林材
の供給調整の必要性及び実施方法を検討します。また、道内の素材生産動向を把握
し、国有林材の供給に活用するとともに関係機関等に情報提供します。

【参考】
平成24年度 道内の伐採材積 4,809千ｍ3

（内訳）・国有林：1,442千ｍ3(約3割)
・道有林： 403千ｍ3(約1割)
・民有林：2,962千ｍ3(約6割)

※平成24年度北海道林業統計（平成25年11月北海道水産林務部）より抜粋

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、供給調整を実施。
 素材（丸太）の供給時期・量の調整
 立木販売物件の搬出期間の延長
 備蓄林（次年度販売予定箇所）からの供

給調整 など

国有林材供給調整検討委員会

【メンバー】
○ 学識経験者
○ 関係行政機関
○ 民間の木材生産者、加工業者等
※ 原則として四半期毎に開催

19．地域の木材価格や需給の動向の的確な把握による国有林材の供給

製品生産事業の早期発注等による機動的な木材販売
地域の木材価格や需給の動向を的確に把握・分析

道が調査・公表する「原木及木材製品の流通に関す
る見通し調査」等の活用

民有林・国有林を通じ、需給状況に見合った素材生
産の参考となるよう、道内の素材生産を行う林業事
業体（約５百事業体）を対象に、アンケート調査方
式により素材生産の概況や動向を把握・公表

平成26年度 国有林材の供給計画
・立木販売(用材)：468千ｍ3
・製品(素材)販売：596千ｍ3

【参考】
 平成25年度は、7月､10月、1月に委員会を開催。
 １月の委員会では、道内の木材需給動向等を踏ま

え、各委員から国有林材の安定的な供給を求める意
見が出されました。

 これを受けて、国有林として年度末までに約6万ｍ3
の素材（丸太）の追加販売に取り組みました。

国有林

30%

道有林

8%

民有林

62%

伐採材積
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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

道内の木質バイオマス資材需要動向を把握し、地域の民有林との連携を図りなが
ら、「国有林材の安定供給システム販売」等により安定的な資材供給に努めて行きま
す。
また、木質バイオマス発電事業の円滑な推進に当たっての国有林の役割が極めて大

きいことを念頭に、バイオマス資源の把握等に努めて行きます。

 製品（素材）販売について、原料材を対
象にバイオマス需要者へのシステム販売
を実施します。

 立木販売について、小中径木かつ原料材
主体林分を対象にバイオマス利用等に資
することに重点を置き、団地化等による
複数年のシステム販売を実施します。

 今後10年分の木質バイオマス資源量の把
握に向けて、各森林管理署等で間伐対象
地リストを作成し実施可能箇所の検討を
行います。

 上記の検討結果を踏まえて、必要に応じ
て国有林野施業実施計画（伐採造林計画
簿）の変更を行います。

国有林の対応

20．木質バイオマス資材の有効活用と需要者への安定供給

道内の木質バイオマス利用
木質バイオマス大規模発電施設計画（２施設）
・需要量：51.8万ｍ3／年（原木換算）
※ 王子グリーンエナジー江別(株)、紋別バイオマス発電(株)

道内の木質バイオマス利用（平成24年度）
・利用量：88千ｍ3（林地未利用材）
※ 北海道水産林務部林務局林業木材課調べ

道内各市町村等での木質バイオマス利用
・化石燃料からのエネルギー転換
・バイオマス産業都市構想の動き など

道内の「林地未利用木材」の発生量
試算量：1,106千ｍ3 （平成24年度末）

※ 北海道水産林務部林務局森林計画課調べ

 木質バイオマス資材の有効活用を図るた
め、切り捨て間伐等の「林地未利用木
材」の状況を需要者に情報提供します。

20



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

供給量が増えるトドマツ材の有効活用と需要拡大、針葉樹原料材の付加価値向上等
を図る観点から、これらの樹材種について、需要者と協定を締結して需要先へ直送す
る「国有林材の安定供給システムによる販売（システム販売）」に取り組み、この活
用を通じて道産材の供給体制整備を進めます。

21 ．システム販売による木材の安定供給と木材流通等の改善

コストの縮減、木材の新たな
需要拡大・付加価値向上に取
り組み、大ロットでの原木供
給を必要とする工場等を念頭
にシステム販売を実施

木質バイオマス発電原料及び
製紙用原料として利用される
原料材については、大ロット
での原料調達を必要需要者に
システム販売で供給

システム販売

道産材の供給体制整備の推進

21



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

（参考）平成26年度の安定供給システム販売（製品・立木）について

平成26年度の安定供給システム販売(製品販売)に係る第1回の公募は、3月25日に公告しま
した（申請書等の提出期限は4月18日）。

今回の公募数量は、77物件・約269千ｍ3です。

協定者の選定は、一定の要件を満たしている者による企画競争方式で実施することとして
おり、今回は、企画提案の審査を経て6月上旬頃までに協定を締結することとしています。

また、立木販売については、小中径木かつ原料材主体林分を対象にバイオマス利用等に資
することに重点を置き、複数年の協定により実施いたします。

平成26年度の安定供給システム販売(製品販売)に係る第1回の公募は、3月25日に公告しま
した（申請書等の提出期限は4月18日）。

今回の公募数量は、77物件・約269千ｍ3です。

協定者の選定は、一定の要件を満たしている者による企画競争方式で実施することとして
おり、今回は、企画提案の審査を経て6月上旬頃までに協定を締結することとしています。

また、立木販売については、小中径木かつ原料材主体林分を対象にバイオマス利用等に資
することに重点を置き、複数年の協定により実施いたします。

公募地区 公募数量
（㎥）

【参考】25年度
協定実績(㎥)

札幌地区 63,900 60,400

旭川地区 42,000 37,600

北見地区 77,300 66,000

帯広地区 65,900 70,500

函館地区 20,300 19,800

計 269,400 254,300

平成26年度 第１回公募（製品）

Ａタイプ 山土場に集材された原木を工場等へ直送
し、工場等で原木の計測（計量）を行う
もの

例
１

自動選別機（又はそれに変わる装置）
を利用することにより客観的データが
得られ、効率的な計測等ができるもの
で速やかに運材量の報告ができるもの

例
２

原料材について、国による原木の計測
を行わず、速やかに工場等へ運材して
重量の計測を行い運材量の報告ができ
るもの

Ｂタイプ Ａタイプ以外のもの

山土場から直送する取組（製品）

※公募数量には、複数年度の協定が可能な物件を含む

22



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

（参考）北海道国有林の素材販売量の推移

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。
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※Ｈ26のシステム販売数量は、第1回公募数量である。 23



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にあたっては、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

• 林業専用道の開設については、利用者（運材）の視点も考慮して取り組んでほしい。
• トドマツの苗木が不足したことがあったので、苗木の需給調整を民国一体で行っていただきたい。
• 生物多様性（魚類の生息環境向上の視点）を考慮した治山ダムの設置や改良（スリット化、魚道設
置）に取り組んでほしい。

• 国有林だけでなく、道有林・町有林・個人所有者も含め、地域の森林全体として適切な管理がなさ
れていくことが重要。

日高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
２
５
年
度

日 高
日高北部

H25.10.30 38名
日高南部

渡島檜山
渡島

H25.10.17 27名
檜山

平
成
２
６
年
度

胆振東部 胆振東部

１０月頃予定
宗谷 宗谷

網走東部
網走中部

網走南部

22．地域の要望や社会の要請に応える国有林野の管理経営
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お問い合わせ先 技術普及課 TEL:050-3160-6285 FAX:011-614-2654

23．道の機関と連携した森林環境教育・木育活動の推進

「木育」の理念のもとに、道民との協働による森林づくりを進めるため、必要な情報
の発信、森や木を活かした地域活動への支援、植樹祭等の開催などに一体となって取
り組みます。

植樹祭 道民森づくりネットワークの集い

○「北海道森づくりフェスタ２０１４」の開催について
「開会式」（道庁赤れんが前）、「植樹祭」（道民の森神居尻地区）、「道民森づくりネットワークの集
い」（道庁赤れんが前）など、平成２６年度も道民との協働による森づくりを進めるシンボル的な行事と
して開催を予定します。〔主催：北海道、北海道森林管理局、北海道森と緑の会ほか〕

25
木育の理念 子どもをはじめとするすべての人が『木とふれあい、木に学び、木と生きる』取り組み



H２５年度 各森林ふれあい推進センターの取り組みの一コマ

自然再生モデル事業地の人工林内
にボランティアで植樹した箇所の
下草刈りをボランティア団体や市
民などの協力の下、実施していま
す。

釧路湿原の上流部における森林再生
のため、実施計画に基づき、ボラン
ティアによる植樹を実施していま
す。

大沼周辺の国有林に設定した「樹
木博士認定コース」では、樹木博
士認定会や森林教室を開催するな
ど森林環境教育の普及活動に取り
組んでいます。

毎年、大通公園で「札幌水源の森
づくり」を開催。多くの市民参加
の下、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、札幌の水源地定山渓
国有林に植栽しています。

◆各地域の自然再生事業の概要 （注：FCとは、森林ふれあい推進センターの略。）

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。

お問い合わせ先 技術普及課 TEL:050-3160-6285 FAX:011-614-2654

24．自然再生事業の推進

道内の４つの森林ふれあい推進センターでは、NPO等と連携を図り、地域ニーズに対
応した自然再生活動や、森林環境教育支援活動等を積極的に推進して参ります。２６年
度も引き続き、各地域で自然再生事業のほか、森林環境教育、樹木博士認定会等を実施
します。

【石狩地域】 【常呂川】 【釧路湿原】 【駒ヶ岳･大沼】
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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月に北海道森林管理局は（社）北海道アイヌ協会平取支部、平取町との
間で「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～」包括
協定を締結しました。
平成26年度はプロジェクトの更なる推進のため、現地視察や作業部会を通じて具体

的な取り組みを検討します。

• アイヌの人々の伝統的な森林の取り扱いによる北海
道本来の森林の再生

• アイヌの人々の文化伝承に必要な草木等の植生の育
成・回復と保全・活用

• 国有林野やその産物の新たな活用と保全によるアイ
ヌの人々や地域住民の雇用機会の創出

• 地域と国有林との協働・連携による森づくりの推進

「21世紀・アイヌ文化伝承の森」
プロジェクトの基本理念

【主な議題】
 文化伝承に必要な自然素材（オヒョウニ

レ等）の国有林内における資源状況の調
査について

 「木の文化を支える森」制度等を活用し
た森林づくりと、フィールド選定につい
て

 日高地域の国有林野施業実施計画の中
に、国有林フィールドの提供箇所として
アベツ地区を位置づけることについて

作業部会実
現
へ
向
け
て

【メンバー】
○ 北海道森林管理局
○ 日高北部森林管理署
○ （社）北海道アイヌ協会平取支部
○ 平取町

25．「２１世紀・アイヌ文化伝承の森」プロジェクトの推進

【アットゥシ織】
オヒョウニレの樹皮の繊維
を織ったアイヌの織物

萱野茂二風谷アイヌ資料館
アットゥシ織
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千㎥

　注2：計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない

販 売 量

立木販売

製品販売

地　　拵

　注１：（　）は前年度繰越で外書

造　　林

（ 3,934 ）

ha

治　山　事　業

km

km

百万円

新　　設

改　　良

3,321

100%

95%

52%

100%

48 64%

118%

林　　道

２５年度当初 ２６年度当初 対前年度比区　　　　　分 単位

126%

植　  付

ha

千㎥

（参考）　　　平成２６年度　事業量及び予算

3,311

（ 1 ）

（ 1,113 ）

48（ 40

（ 79 ）（ 196 ） 75

88 ）

（ 33 ） 675（ 31 ） 1,302

（ 43 ） 751（ 20 ） 788

596596

489387


