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三陸北部森林管理署（久慈支署を含む）は、岩手県の北東部に位置し、南は大槌・気
仙川森林計画区から北は青森県境に至る、２市３町３村（久慈・閉伊川森林計画）の国
有林野９３,６１５ｈａを管理経営しています。
当計画区の主な山岳は、日本百名の一つであり、北上高地の最高峰である早池峰山をは
じめ、遠別岳、三巣子岳、薬師岳等があります。主な河川としては、閉伊川、津軽石川、
田老川、小本川、久慈川、安家川、普代川等が東流して太平洋の三陸海岸に注いでいま
す。
林況は、林地面積の約５６％がブナ、ナラ類、アカマツ等の天然林で、残り４４％がカラマ

ツ等の人工林となっていいます。
また、北山崎をはじめ優れた景観を有する地域が多く、複雑な海岸線をなしている「三
陸復興国立公園」、登山、渓谷等の散策、キャンプ等の四季を通じて入り込み者に利用さ
れている「早池峰国定公園」・「久慈平庭県立自然公園」等があります。
このほか、原生的な天然林を保護するため早池峰山周辺は「森林生態系保護地域」に

指定されています。管内一帯は渓谷、豊かな森林景観の恵まれ、森林を利用したレクリ
エーション・保健休養の場として多くの人々に利用されています。

１ 国有林の現況
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森林には多様な機能がありますが、これらは重なり合って発揮されています。
国有林では、重視する機能に応じて、森林を５タイプに区分し、管理経営を行っています。

２ 森林の機能を発揮させるために

国有林の森林の区分

山地災害防止タイプ

森林空間利用タイプ 自然維持タイプ

水源涵養タイプ

快適環境形成タイプ

水資源を蓄え、良質で豊かな水を供
給する機能を重視

山崩れなどの災害を防止する機能を
重視

森林レクレーションなど森林とのふ
れあいの場としての機能を重視

森林生態系の保全や貴重な野生生物
の保護など自然環境を維持する機能
を重視

空気をきれいにしたり、
騒音をやわらげたりする
機能を重視（東北森林管
理局管内には、このタイ
プに区分されている森林
はありません。）

タイプ別面積割合
93,615ha
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【列状間伐後の林内】 【山元土場】

国有林では、国民の大切な森林を管理するために、「管理経営計画」を立て、これに即した適切な管理
経営に努めています。「管理経営計画」などを立てる際には、住民懇談会などを開催し、地域の皆様のご
意見の反映にも努めています。
また、地方公共団体などの意見を聴き、民有林とも一体となって計画が立てられるよう協力

し合い、森林づくりや木材の供給などの連携にも努めています。

調和して
策定します。

意見を反映

即して

即して

調和して
策定します。

一体として
広告、縦覧します。

【懇談会の様子】 【意見を述べる参加者】

森林の重要な機能の１つに、木材などの生産があります。国有林では、５つのタイプの区分に応じ

た適切な管理経営を行うため、間伐などの施業を実施しています。こうした施業を通じて、計画的に木

材を生産し、国産材の需要拡大などのため、安定的な供給に取り組んでいます。

木材等生産機能の発揮

３ 適切な管理経営を目指して

国民の皆さん

国有林の地域別の森
林計画

地域管理経営計画

国有林野施業実施計画

国有林の計画体系

森林資源整備の基本となる計画
（全国森林計画）

国有林野の管理経営の基本となる計画
（管理経営基本計画）

全

国

レ

ベ

ル

流

域

レ

ベ

ル
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国有林では、大正４年から保護林制度を設け、原生的な森林生態系からなる自然環境の保全
動植物の保護、遺伝資源の保存等を図る上で重要な役割を果たしている森林を保護林として設
定し、厳格な保全管理に取り組んでいます。

【１箇所 ４，１２０．０８ｈａ】

【６箇所 ８２．２１ｈａ】

【早池峰山周辺森林生態系保護地域】

【３箇所 ４３．９３ｈａ】

【１箇所 ２２．３３ｈａ】

【櫃取湿原植物群落保護林】

【十二神山ミズメ林木遺伝子源保存林】

注）【箇所数、面積には久慈支署を含む】

北上高地緑の回廊

４ 優れた自然環境を有する森林の保全

保護林の制度

森林生態系保護地域

林木遺伝資源保存林

自然環境の維持、動植物の保護、遺
伝資源の保存などを目的に設定

林業樹種と希少樹種の林木遺伝資源
の保存を目的に設定

植物群落保護林

地域の代表的な植物群落や歴史的、
学術的価値の高い植物群落の保存を
目的に設定

特定動物生息地保護林

希少化している動物の繁殖地または
生息地の保護を目的に設定

保緑の回廊

動植物の個体群の交流を促進して、種の
保全や遺伝的な多様性を確保するため、
保護林を連結してネットワークを形成す
る「緑の回廊」を設定しています。
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治山事業は、保安林に指定して森林の維持造成を通じて森林の働きを高める事業です。自然
などで荒廃した森林に土木工事や緑化工事を行い、山地災害から人々の生命・財産を守るとと
もに、水源涵養などの公益的機能の発揮に貢献します。

【金平沢鋼製枠谷止工】 【半崎木製校倉式谷止工】

ボランティアによる植樹や下刈など国民参加の森林づくりを行っています。
また、森林教室、体験林業などを通じて、森林とふれあい、遊び、学び、楽しめるさまざ

まな取組を行っています。

【遊々の森における植樹活動】 【小学校へ職員派遣による森林教室】

【一般市民への生産現場見学会】 【ボランティアによる下刈体験活動】

６ 「国民の森林」としての管理経営

国民参加の森林づくり

５ 安全・安心な暮らしの実現

治山事業
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低コストで効率的な木材生産を実現するため、地形条件や資源状況に応じた低コスト作業シ
ステムの普及・定着のほか、低密度植栽試験地を設定し造林・保育の低コスト化に取り組んで
います。

【低コスト路網作設現地検討会】 【北田代山国有林 10.59ha（カラマツ）】

間伐材などの森林整備によって得られる間伐材等の木材を計画的・安定的に供給することを
通じて地域振興に貢献しています。また、大口の需要先に向けて安定的に木材の供給するシス
テム販売も行っています。

【間伐材の巻立】 【アカマツ採材検討会（久慈支署）】

東日本大震災の大規模な津波の影響により、被災した宮古市重茂魹山国有林において、地
おもえとど

域住民のボランティアによる森林を再生する取り組みや、同じく大震災の影響で下閉伊郡山田
町半崎国有林で発生した山火事跡地の再生に取り組んでいます。

【ボランティアによる森林再生】 【山火事跡復旧地】

７ 森林・林業再生への貢献

低コスト作業システ等の普及と定着

国産材の安定供給

８ 東日本大震災からの復旧・復興
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総務グループ

署 長 次 長 総括事務管理官 主任事務管理官（総務）

事務管理官（経理）

事務管理官（管理）

業務グループ

総括森林整備官 主任森林整備官
（経営・森林ふれあい）

主任森林整備官（資源活用）

森林技術指導官
主任森林整備官（森林育成

・土木）

森林整備官（森林育成）

森林整備官（土木）

森林整備官（経営）

森林整備官（森林ふれあい）

地域技術官

治山グループ

総括治山技術官 治山技術官

森林事務所 宮 古（宮古担当区）

豊間根(豊間根・山田担当区)

川 井（川井･松草担当区）

平津戸（平津戸担当区）

田野畑（田野畑担当区）

岩 泉（岩泉担当区）

釜津田（釜津田担当区）

森林事務所 野 田（野田担当区）

久慈支署 山 形（山形担当区）

安 家（安家・大平担当区）

は空ポスト

H27.4.1現在
職員数２７名（支署は含まない。）

組織図
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明治２１年 岩手大林区署宮古派出所として開庁（現在の宮古市（旧新里村、旧田老町、旧

川井村）、山田町を管轄）

明治２８年 宮古小林区署と改称

大正１３年 宮古営林署と改称（旧岩泉小林区署を分離し岩泉営林署を新設)

昭和 ７年 川井営林署を分離新設

昭和３９年 庁舎新築

平成１０年 川井営林署と統合し川井森林管理センターに改組

平成１１年 組織の再編により三陸北部森林管理署となる。久慈・岩泉営林署を統合し、久

慈支署、岩泉事務所に改組（久慈・閉伊川流域の国有林を管理経営）

平成１３年 岩泉事務所を廃止し統合

平成１６年 川井森林管理センターを廃止し統合

平成２３年 東日本大震災の津波により森林管理署庁舎及び宮古・山田森林事務所並び公務

員宿舎が全壊

宮古市川井に本署仮庁舎を設置

平成２６年 宮古市磯鶏石崎に新庁舎完成

現在に至る

署・森林事務所 郵便番号 住 所 電話番号 FAX 番号

本 署 027-0022 宮古市磯鶏石崎4-6 0193-62-6448 0193-63-4872

宮 古森林事務所 027-0022 宮古市磯鶏石崎4-6 0193-62-2445 FAX兼用

豊間根森林事務所 028-1302 下閉伊郡山田町豊間根3-160-2 0193-86-2410 FAX兼用

川井森林事務所 028-2302 宮古市川井5-116-3 0193-76-2011 0193-79-5800

平津戸森林事務所 028-2302 宮古市川井5-116-3 0193-76-2213 0193-79-5800

田野畑森林事務所 028-8407 下閉伊郡田野畑村菅窪205-4 0194-34-2054 FAX兼用

岩泉森林事務所 027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松8-2 0194-22-2723 0194-22-4332

釜津田森林事務所 027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松8-2 0194-22-2735 0194-22-4332

久 慈 支 署 028-0001 久慈市夏井町大崎14-12 0194-53-3391 0194-52-2653

野 田森林事務所 028-8201 九戸郡野田村大字野田21-4-2 0194-78-2103 FAX兼用

山形森林事務所 028-8712 久慈市山形町霜畑6-66-11 0194-75-2101 FAX兼用

安家森林事務所 027-0611 下閉伊郡岩泉町安家字日陰149-2 0194-24-2002 FAX兼用

◆三陸北部署は宮古市・山田町・田野畑村・岩泉町の一部を管轄しています。

◆久慈支署は久慈市・洋野町・野田村・岩泉町の一部を管轄しています。

三陸北部森林管理署ホームページアドレス
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/syo/sanrikuhokubu/

久慈支署ホームページアドレス
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/syo/kuzi/

沿革（三陸北部森林管理署のあゆみ）

お問合わせ・緑の相談窓口



管内のミニ写真館

【クマタカ】 【ハヤチネウスユキソウ】

【白滝】 【トチノキの巨木】

【陸中海岸・北山崎】 【早池峰山】



【平成２６年３月完成】

三陸北部森林管理署案内図


