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トピックス

　人里の近くにある、生活に結びついた山や森林を ｢ 里山 ｣ と言います。昔の里山は、薪炭の採取、肥料や家畜飼料

としての、落葉及び草の採取、しいたけ原木の採取など、集落の人たちが利用することで、その姿が健全に維持され

てきました。私たちが管轄する近畿・中国地方における代表的な里山の森林としては、コナラやクヌギなどの薪炭林

があります。コナラなどの薪炭林は、長くて 20 ～ 30 年程度の間隔で伐採し、その切株や木の根元から伸びた枝を

育てて森林を再生させる ｢ 萌芽更新 ( ぼうがこうしん )｣ を

繰り返すことにより、幹の直径が比較的細く、樹高も低い株

立ちした木からなる森林でした。

　しかし、戦後の燃料革命によって石油などの化石燃料が主

流となる中、薪炭の需要が激減し、薪炭林のほとんどは利用

されず放置されてきました。その結果、かつての薪炭林の多

くは、幹の直径が太く、樹高も高いコナラなどの森林に変化

しています。資源利用の観点からは、薪やバイオマス発電用

のチップといった燃料、しいたけ原木としての利用だけでは

なく、製材として利用できるサイズに育ってきているといえ

ます。

　一方、近年、コナラ、シイ、カシなどの広葉樹が集団で枯

れる ｢ ナラ枯れ ｣ の被害が、近畿・中国地方でも拡大しており、平成 29 年度には奈良県で全国最大の被害量が発生

するなど被害は甚大です。このナラ枯れは、病原菌による伝染病であり、それを媒介しているのが、｢ カシノナガキ

クイムシ ｣ という昆虫です。カシノナガキクイムシは、小径木よりも大径木を好み、直径 30cm 前後の大径木から

は数万匹もの成虫が飛び出すこともあり、翌年には周囲に被害が拡大してしまいます。このようなことから、大径木

化したコナラ等の里山広葉樹を伐採し、若い森林に戻すことが、ナラ枯れ被害対策の観点からも重要であると考えら

れています。

　また、家具や建物の内装に用いられている広葉樹材は、こ

れまで多く用いられてきた外国産広葉樹材が、生産国におけ

る違法伐採対策による伐採量の制限や資源的制約、為替相場

による価格高騰によって入手が困難な状況になってきてお

り、代替する木材の確保が急務となっています。加えて、昨

年５月に施行された ｢ クリーンウッド法 ｣ では、民間事業者

に対しても合法的に伐採された木材の利用に努めることが求

められており、合法性が確認できる国産広葉樹材への期待が

高まっています。

　コナラなどの里山広葉樹材の活用、特に、広葉樹材の製材

としての利用が進めば、これらの課題に効果的に対応するこ

とができます。しかし、現在は、里山広葉樹材の製材利用はほとんど行われておらず、流通もほとんどないことから、

採算性に関する情報がありません。また、森林の多面的な機能の発揮や持続可能な利用のためには、伐採後に森林を

確実に再生させる必要がありますが、高齢のコナラ等のナラ類の萌芽更新には未知の部分があり、効果的・効率的な

森林の再生方法の検討も必要です。そこで、近畿中国森林管理局では、平成 29 年度に、「里山広葉樹林活用・再生

プロジェクト」を始動させました。

里山広葉樹林の活用と再生　取組開始

釜谷国有林の里山林 （岡山県新見市）

ナラ枯れ被害を受け赤く枯れた里山林 （鳥取県大山町）
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　平成２９年度は、岡山森林管理署管内の釜谷国有林（岡山県新見市）のアカマツ、コナラ及びアベマキが多く

を占める林齢７６年生の森林約５ha において、アカマツと直径３８cm 以上の広葉樹の抜き伐り（材積伐採率

５０％の択伐）を行い、生産した丸太を市場で販売するとともに、販売した丸

太について用途等の追跡調査を行いました。

　販売したコナラ及びアベマキの丸太のうち、５％は、フリー板や建具など

の製材用として購入され、その平均単価は約１万６千円 /m3 でした。残り

９５％は、薪や製紙用チップ等用として購入され、その平均単価は約１万２千

円／ m3 でした。コナラについては、概ね末口径が３０cm を超えると製材用

として利用されるものが多くなる傾向にありました。アベマキについては、逆

に、末口径が 30cm を超えると単価が下がる傾向にありました。

　販売価格は、平成２８年におけるスギ中丸太の平均価格約１万２千円／ m3 と比べて遜色のない価格でしたが、

抜き伐りの作業効率が悪く、木の伐採や搬出の経費が高くついたこともあり、事業収支（丸太生産・販売経費－丸

太売上）は、赤字となりました。

今後、この現場において、平成３４年度までの予定で、萌芽更新やドングリから発芽した稚樹による更新など

天然力を活用した森林再生の方法等の検討を行う技術開発試験を実施します。また、隣接する森林において小面積

の伐採を継続し、伐採方法や販売方法の工夫により、経費を削減し、売上単価や売上総額を伸ばすための検討を行

っていく予定です。

　このプロジェクトの一環として、３月２３日には、滋

賀県東近江市で広葉樹活用プロジェクトに取り組む森林

総合研究所関西支所との共催により、「里山広葉樹活用シ

ンポジウム」を開催しました。各プロジェクトの関係者

のほか、林業事業体、木材業界、自治体、研究機関等か

ら７６名の参加がありました。シンポジウムでは、里山

広葉樹のバリューチェーンを構築するため、川上（森林

所有者・林業事業体等）から川下（木材製品製造業者等）

にわたる情報交換を行っていくことの重要性が共有され

ました。

最終的には、このプロジェクトが呼び水となり、民有林

からも広葉樹材が継続的に供給され、川中・川下においても加工・流通の流れが形成されることにより、持続的な

広葉樹加工産業が形成されることを目指しています。

里山広葉樹活用・再生プロジェクトや里山広葉樹活用シンポジウムの詳細は、近畿中国森林管

理局ホームページをご覧ください。

（局 HP 里山広葉樹 QR コード）

引用文献：里山に入る前に考えること - 行政およびボランティア等による整備活動のために 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2010 年 2 月第 3 刷 森林総合研究所）

木材市場で販売した里山広葉樹材

里山広葉樹活用シンポジウム

伐採木の検討
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【広島北部森林管理署】　
　4 月 27 日に、広島県庄原市の釜ヶ峰山国有林にお

いて、庄原市立口南小学校の児童７２人を対象に森林

教室を開催しました。

　この森林教室は、毎年 4 月、地元小学校の遠足に合

わせて、広島北部森林管理署長と庄原市長が協定を結

んでいる「ふれあいの森釜峰山森林浴公園」において

開催しているものです。

　開会では、庄原市口和支所長や地元自治会長から歓

迎のあいさつをいただきました。森林教室では、この

春完成したばかりの木製の治山施設を間近に見ながら、

山を守るための治山の必要性を聞き、丸太や石の材料

に直接触れながら、治山という仕事の大切さを学んで

いました。

　また、森林ボランティア「びほく・森のサポーターズ」

の皆さんのご協力により、紙芝居で森林の役割の大切

さを楽しく学びました。

　紙芝居の後は、待ちに待った散策です。お昼のお弁

当を楽しみに、釜峰神社に向けて元気よく出発しまし

た。サンショウの葉は「くさいにおいがする！」「あっ、

いいにおい。」などいろんな反応がありました。また、

クロモジの枝は和菓子の爪楊枝に使われることを紹介

すると、「いいにおいがする。」「持って帰って爪楊枝に

する。」など、思い思いに感じたことを言葉にしていま

した。

　アベマキの群生地を通る途中、一番大きなアベマキの

大木を目にすると、大きさや高さを当てたり、手をつな

いで大きさを確認したりしながら、120 年の自然の流

れを実感していました。

　釜ヶ峰山の中腹、折り返し地点の釜峰神社境内にはタ

ラヨウという木があります。「葉に書く」ことから葉書

の語源となった木で、それぞれが手にしている葉にそれ

ぞれの文字を綴り、「記念にずっととっておきたい。」と

大事に持ち帰りました。

  

　山から下りる頃には、山で拾った鳥の羽、松ボックリ

やドングリなどの木の実、面白い形の木の枝などが宝物

として握られていました。

　6 年生が 1 年生の面倒を見ながら行動し、上級生の

優しさやたくましさが成長として現われた、そんな森林

教室でもありました。

 新緑の中で  森林教室

どんなにおいかな？ 

アベマキの大きさを体験中 

何を書いたのかな？ 
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【三重森林管理署】　
　４月 20 日、大杉谷登山センター（多気郡大台町大杉）

において、登山道を管理する三重県をはじめ、大台町、

大台警察、近畿地方環境事務所、三重森林管理署、近畿

日本鉄道などの関係者 44 名が参加し、大杉峡谷オープ

ニングセレモニーが開催され、登山者の安全及び救助活

動や登山歩道維持管理業務の安全を祈願しました。

　この大杉峡谷オープニングセレモニーに先立ち、入山

者の安全を確保するため、三重県、環境省、大台町、警

察署、消防署、山岳救助隊、大杉谷登山センター等、総

勢21名が４月17日から１泊２日行程で登山道の点検・

パトロールを実施し

ました。

　登山道のパトロー

ルでは、危険箇所の

有無の点検・確認の

みでなく、転石・崩

落土の除去や吊橋ア

ンカー部の腐食防止の

ための清掃等の作業も行いました。

　１日目は、これまで晴天が続いていたことが信じられ

ないほどの大雨の中を耐えながら７時間かけて桃の木小

屋まで。２日目はなんとか雨も上がり新緑や小鳥のさえ

ずりに癒やされながら７時間かけて日出ヶ岳まで。２日

間で約 14km の登山道をパトロールしました。

　大杉谷は、富山の

黒部峡谷、新潟の清

津峡とともに日本三

大峡谷のひとつに数

えられ、水と緑に恵

まれた秘境の山地で

す。また、世界的に

も極めて豊かな生態

系や生物多様性を育んでいることから、ユネスコエコ

パーク（生物圏保存地域）の核心地域にもなっています。

　この秘境に訪れる大杉谷登山道の利用者は、平成 29

年度は約７千名で、ここ数年間は増加傾向にあります。

今後も訪れる登山者が安全に大杉谷の自然を満喫しても

らえるように、関係者が協力して取り組んで行きたいと

考えます。

雨の中、 滑りやすい足元に注
意しながら登山道パトロール

堂倉滝 

【総務課】　
　近畿中国森林管理局において 4 月６日職場見学会を

開催し、大学生 10 名が参加しました。

　この見学会は職場内の見学や、業務の概要を説明する

ことによって進路検討の参考にして頂くために開催して

いるものです。

　また、大学生に林野庁組織の疑問を少しでも払拭して

もらうため、局内の若手職員との懇談会も設定し、多く

の質問を受けていました。

　「国家公務員の魅力はどういうところですか。森林官

はだれでもなれますか。転勤はどの範囲ですか。自分が

成長したと感じるときはどんなときですか。印象に残っ

ているプロジェクトはどんなことですか。山に行くこと

は結構あるのですか。また、グループで行くのですか。

育休は取得しやす

いですか。」などな

ど回答に困るよう

な質問もあり、ユー

モアな回答も交え

ながら、なごやか

な雰囲気での懇談

会となりました。

　見学会を終えてのアンケートには

・懇談会で職員の生の話が聞けたのが良かった

・試験対策や育休について理解できた。

・女性も森林官になれることを知った。

・情報発信次第でもっと多くの参加者による見学会にな

　ると思う。

・参加し肌で職場を体験できた。ぜひとも林野庁で働き

　たい。

　などの感想が記載されており、懇談会での若手職員と

のフリートークが大変参考になったようです。

みなさん、お待ちしていますよ !!

 進路検討の参考に！
～職場見学会を開催～ 大杉峡谷 　オープン

登山者の安全を願い　点検・整備

執務室の見学 

職員とのフリートーク 
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シリーズ　『国有林 最前線！』

　山口森林管理事務所　岩国森林事務所　　森林官　山本新
　岩国森林事務所は山口県東部に位置する岩国市、周防大島町内に所在する国有林 1551.44ha 及び官行造林地

518.89ha を管轄しています。北部は中国山地から西南方向に延びる寂地山系に位置し 300 ～ 1,300m の山々

から連なる急峻な地形からなり、そこを源に県内最長の清流「錦

川」が管内を縦断し瀬戸内海へと注いでいます。

　管内の代表的な名勝　「錦帯橋」の背景林に位置する城山国有

林は優れた自然景観を有し、観光資源として潜在的魅力のあるレ

クリエーションの森として、平成 29 年 4 月 28 日林野庁にお

いて「日本美しの森　お薦め国有林」の一つ「岩国自然休養林」

として選定された都市近郊型の自然休養林です。山麓の旧城下町

には国の重要文化財吉香神社などの史跡や園地などが多く、歴史

にふれることができる観光地と

しても有名で、自然休養林内に

はロープウェーや遊歩道も整

備されており、山頂の岩国城

からは錦帯橋や旧城下町、遠くは瀬戸内海の島々まで眺望できるなど年間を通

じ国内・外から多くの観光客をお迎えしています。

　また、城山国有林では文化財指定を受けている神社 ･ 仏閣の保存修復等に必

要な檜皮を供給するため檜皮採取対象林を設定し、平成 13 年から（公社）全

国社寺等屋根工事技術保存会と協定を締結し、檜皮の採取及び原皮師養成の場

等として、伝統文化の継承に貢献しているところです。

　森林整備課　～林道工事における国庫債務負担行為の活用～
　近畿中国森林管理局では、路網整備の加速化と公共工事全体の課題である施工時期の平準化を目的として、平成
29 年度から国庫債務負担行為（２か年）を活用した林道（林業専用道）新設工事を、全国７つの森林管理局の中
で初めて実施しています。通常、国の予算は、毎年度国会での議決を
必要とする単年度主義が原則とされています。
　国庫債務負担行為とは、政府が国会の議決を受けることによって、最
長５年にわたる債務の伴う契約を請負事業者等と結ぶことを可能とす
る、予算単年度主義の原則を緩和する制度の一つです。
　これまで、単年度で実施していた工事に比べて、
　①発注者のメリットとしては、
　・発注期間等の省略による施工期間の確保
　・現場事務所の設置回数の減等による間接工事費の縮減
　・事業規模拡大により効率的な残土処理が可能
　②請負事業者のメリットとしては、
　・工事稼働件数の少ない第１四半期での稼働が可能となることにより、
　　年間通じて安定的な雇用を確保
　・資機材等の一括調達による経費削減
　・前工区の施工と重複して次工区の着手が可能となるため、柔軟な施
　　工計画の設定が可能
などに加え、施工期間が拡大できることで、事業者が土日等の休日を設
定し易くなるなど、現場作業従事者の働き方改革にも結果的に資するこ
とになります。
　この取組を実施している京都大阪森林管理事務所の醍醐山林業専用道
新設林道は、総延長 2,420 ｍと非常に長い作設延長ですが、現在も順
調に工事が進んでいます。
  平成 30 年度も奈良森林管理事務所で取り組むこととしており、今後
も効率的な森林整備の推進や建設生産システムの改善に努めていく考えです。

錦帯橋と城山国有林

檜皮の採取

初年度完成状況

起点から終点側の状況


