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本書の使い方 
 

 本書は第１章から第３章の 3部構成となっており、巻末の付属 CDには、それぞれの地域が
活用する業務資料（意向調査票や仕様書等）を収録しています。掲載内容は以下の通りです。 

第１章 地域編 
 12 市町村それぞれの取組体制から事務フロー、取組のポイントやアイデアを整理していま
す。推進体制の検討や一連の事務のイメージを把握したい場合に参照いただき、詳細情報は
第３章の「資料編」で確認できます。 

第２章 取組編 
 12 市町村の取組傾向を分析し、各地域に共通する取組内容や特徴的な取組内容を紹介して
います。全体的な取組の動向・相場観を把握したい場合の手引きとしてご利用ください。 

第３章 資料編 
 12市町村の取組の詳細を掲載しています。第１章及び第２章の記載事項について、詳細を把
握したい場合は本編を参照ください。 

付属 CD 
 付属 CDには、12市町村が実際に活用する業務資料を収録しています。市町村の実施方針や
全体計画のイメージ、意向調査票やパンフレットの原稿、事業発注に用いた仕様書等があり
ますので、参考にしてください。 

上記のほか、早見表（P１～２）において、12市町村の取組方法を項目別に一覧でまとめていま
す。取組内容から詳細を把握したい場合や全体的な傾向を知りたい場合にご覧ください。また、
付属 CD に収録されている参考資料のファイル番号も記載していますので、ご活用ください。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

各地における取組の進め方
（森林経営管理制度に係る取組事例集Vol.2より）

【掲載市町村】
1.青森県西目屋村
2.山形県最上町
3.栃木県鹿沼市
4.新潟県村上市
5.石川県白山市
6.愛知県岡崎市
7.三重県津市
8.兵庫県神河町
9.鳥取県若桜町
10.広島県世羅町
11.愛媛県久万高原町
12.高知県四万十市
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１．青森県
あおもりけん

西目屋村
に し め や む ら

 
森林経営管理制度の取組方針等を定めるための意思決定機関として、地元関係者で構成された
「西目屋村森林経営管理委員会」を設置。木質バイオマスエネルギーの活用を進めていく流れの
もとで、制度を活用し、手入れ不足の私有林の整備に取り組む。 

 １ 取組の体制 

 

 

２ 取組の流れ 

 

 

 

 

 

３ 意向調査 

 

ポイント 

・意向調査票の設問は最低限の３問とし、表面にチラシ、裏面を
意向調査票とすることで簡略化を目指した。併せて、説明会の
案内も掲載。 

・意向調査とセットで説明会を開催し、その場で意向調査票を回
収。説明会に参加できない場合は、郵送や役場に直接持参して
もらい、個別に対応。 

アイデア「意向調査対象者の絞り込み」 

・説明会において、利益還元の希望の有無を確認し、利益還元を
求めない森林所有者に対してのみ意向調査の回答を求めること
で事務作業の効率化を図った。 

 
４ 集積計画・配分計画 

 
ポイント 

・村への委託希望の森林については、原則全てを集積計画の対象
とする方針。 

・上記の森林については、地域おこし協力隊が主導し、村の職員
自ら現地調査（立木調査、境界確認）を実施。 

・調査結果を山林調査票（左図参照）に集約するとともに、施業
プラン書を基に集積計画案を作成。 

アイデア「制度の実務全般を担う人材の確保」 

・森林経営管理制度に係る実務全般を担う人材を「地域おこし協
力隊」制度を活用して確保（森林組合 OBを２名）すること
で、現地調査等を含め直営で実施することを可能としている。 

 ５ 事業発注（間伐） 

 

ポイント 

・意向調査の事前準備から集積計画の作成まで、一貫して直営で
実施。 

・間伐の事業発注にあたっては、県の森林土木事業の仕様書等を
参考とし、直接経費・諸経費ともに治山林道必携を基に積算
（左図参照）。 

アイデア「森林整備を担う事業体の育成」 

・村内に林業事業体がゼロという状況の中で、チェーンソー等を
所持する建設業者に間伐作業を委託。森林での作業は未経験だ
ったことから、林業事業体の育成の意味も含めて、村担当者と
地域おこし協力隊が同行して、現地で間伐の仕方を指導しなが
ら対応。 
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１ 取組の体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

２．山形県
やまがたけん

最上町
も が み ま ち

 
森林資源の充実化やエネルギー利用推進の観点を踏まえ、集落単位での意向調査や合意形成に取
り組み、林業経営者に再委託しつつ、搬出間伐による木材利用や所有者還元を進めている。 

 

４ 集積計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・施業の必要性が低い森林も含め、委託希望のあった森林につい
ては、全て集積計画の策定に進めることとし、一体性を確保。 

・所有者の意向に合わせて集積計画の記載をパターン化（左図参
照）。 

・集積計画の前段階では、立木調査等は行わず、林業経営者が企
画提案する際に、標準地調査を実施するよう依頼。 

アイデア「意向調査から集積計画策定までの時短」 

・意向調査前に現地踏査を行うが、詳細な立木調査や境界測量を
省略することで、意向調査結果の取りまとめから集積計画の策
定まで約１か月と比較的短時間で対応。 

 

３ 意向調査 

 

ポイント 

・意向調査の実施にあたっては、地元の要望や所有者からの間伐
実施の要望、林道の有無や施業のしやすさなどを項目立てし、
それぞれ点数をつけて、得点の高い箇所から優先的に実施（左
図参照）。 

・意向調査前に県・支署・林業事業体と連携しながら現地踏査を
実施。森林整備方針を定めたうえで、説明会を開催し、集落単
位での合意形成を図っている。 

・宛名不在があった場合は、必要に応じて戸籍等により相続人調
査を実施するとともに、地元の聞き取りを実施。 

アイデア「作業道開設及び使用に係る同意取得」 

・作業道新設の計画も踏まえ、「作業道開設及び使用に係る同意
書」を意向調査票に同封し、事前に同意を得ておくことで、事
務作業の効率化と円滑な森林整備に繋げている。 

 

５ 配分計画 

 

ポイント 

・企画提案時に提出する見積書について、所有者ごとに作成させ
ることが煩雑であるため、対象森林全体として見積を行わせた
うえで、所有者への分配方法について考え方を整理させるに留
め、事業者の負担を軽減。 

アイデア「説明会と公募の時期について」 

・企画提案に先立ち、提案書作成の際の注意事項の伝達と現地視
察を行う説明会を実施し、公募に手を挙げる場合は出席を義務
付けている。現地が確認しやすいように、公募時期は初春また
は晩秋に実施することとしている。 
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４ 集積計画・配分計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・境界測量と立木調査は、意向調査で「市への委託を希望する」
と回答があった森林を対象とし、その結果、林業経営に適さな
いと判断された森林についてのみ集積計画を作成。 

・市が管理することを前提としているが、集積計画は林業経営者
への再委託も可能とする内容とし、柔軟に対応。 

アイデア「林業経営に適する・適さないの判断」 

・立木調査として、林小班ごとに最低１箇所ずつ標準地調査を実
施するとともに、林道・作業道等の整備方針や施業方法を検討
し、収益性を判断。 

 

【集積計画案の作成フロー】 

５ 事業発注（意向調査～集積計画案の作成） 

 
ポイント 

・意向調査から集積計画案の作成、同意取得まで鹿沼市森林環境
整備協議会に委託することで業務効率化を図る。民間事業者で
構成する協議会を新たに設置し、業務受託の担い手を確保。 

・意向調査については、市の他業務の仕様書を参考にオリジナル
で作成。林野庁の業務参考単価、公共工事設計労務単価を使用
して積算。 

・現地調査、集積計画案の作成については、県作成の仕様書を参
考に、公共工事実施設計労務資材単価表を使用して積算。 

アイデア「地域の実情に応じた単価設定」 

・林野庁が提示した業務参考単価がヘクタール当たりの単価であ
り、筆数の多い地域では当てはまりが悪かったため、一部歩掛
を補正し、間接経費を計上することで調整。 

 

鹿沼市 

意向調査、現地調査、
集積計画案の作成を
業務委託 

 
・森林組合２者 
・林業事業体 5者 
・自伐林家 3者 

鹿沼市森林環境整備協議会 

※意向調査時の所有者からの
問合せ対応について、調査
票の内容は協議会、制度の
内容は市で対応するなど役
割分担。 

３ 意向調査 

 
ポイント 

・市が作成した事務処理要領に基づき、間伐が一度も行われてい
ない等の森林を意向調査の対象とし、要領に記載のある森林の
うち、住民の高齢化率が高い地区を優先的に実施。毎年約 600ha
ずつ意向調査を実施し、20 年間で市内の森林を一巡する方針。 

・意向調査票には、森林の所在や境界把握の有無、現地立会につ
いての設問を設け、境界明確化業務に備えることとしている。 

アイデア「宛名不在解消のための相続人調査」 

・庁内の別の課と連携し、意向調査前に相続人探索を実施するこ
とで、宛名不在を解消。 

 

公図、森林簿、地番図の照合 

【相続人調査のフロー】 

登記全部事項証明書の取得 

戸籍謄本を取得、 
相関図作成 

意向調査対象者一覧作成 

１ 取組の体制 

 
 
 
 
 
 

 

３．栃木県
と ち ぎ け ん

鹿沼市
か ぬ ま し

 
人工林率が 7 割超、手入れ不足の私有林が約 11,000ha に及ぶため、住民の高齢化率が高い地区
や収益性が見込まれない森林から取組を着手。事前に市が所有者探索や相続状況を整理するなど
集約化の準備を行った上で、その後の作業を協議会に業務委託することで事務作業を効率化。 

２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

 

意向調査結果の説明会 
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２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

４．新潟県
にいがたけん

村上市
む ら か み し

  
県及び県農林公社から助言や情報提供等の支援を受けつつ、地域の森林に精通する森林組合・林
業事業体等で構成する新潟北部地域林業振興協議会への委託を通じて、森林経営管理制度に係る
取組の円滑な推進を図っている。 

 １ 取組の体制 

 
 
 

４ 集積計画・配分計画 

 

ポイント 

・市独自のガイドラインや基本計画において、対象とする森林の
考え方や、林業経営の適否の判断基準を整理（左図参照）。委
託希望のうち、林業経営に適さないと判断した森林について、
現地調査を実施。目標林型に則した計画内容となるよう留意。 

・林業経営に適する森林については、市への委託希望も含め、回
答がまとまった段階で所有者に説明の上、事業体の森林経営計
画に基づく森林整備の実施に誘導。 

アイデア「実務を担う人材の確保」 

・令和２年度は集積計画対象森林の規模が小さかったこともあ
り、現地調査及び集積計画案の作成を地域林政アドバイザーが
主体となって対応することで事務作業の効率化を図った。 

 

３ 意向調査 

 

ポイント 

・５つの旧市町村単位毎に、更に大字単位で地域の状況に応じた
優先順位を決め、８年間で市内を一巡する計画。地域バランス
を考慮し、旧市町村単位で毎年１地区ずつ程度取り組む方針。 

・意向調査結果の集計作業も委託業務に含め、受託者が市の専用
システムに入力、集計と地図化を行い整理。調査結果の分析を
行い、必要に応じて選択肢の見直しを実施。 

アイデア「取組結果の分析による改善」 

・令和元年度の意向調査では、市への委託希望の有無について
「特に考えていない」という選択肢を設けていたため、委託希
望割合が低い結果になったと分析し、令和２年度からはこの選
択肢を削除（左図参照）。 

 

５ 事業発注（意向調査～集積計画案の作成） 

 

ポイント 

・意向調査については、民間企業等の技術提案書を参考として仕
様書及び積算書を作成。 

・現地調査、集積計画案の作成については、民間企業等の見積書
を参考にして積算。仕様書は市のオリジナル。 

アイデア「業務効率化に向けた考え方の工夫」 

・村上市では県の森林 GIS システムに、市独自の機能を付加して
利用しており、システム上で意向調査結果の集計と地図化を行
っている。令和２年度からシステム開発を行った民間企業に意
向調査業務を発注し、集計結果の入力等を一括して実施するこ
とで業務効率化につなげた（左図参照）。 

 

民間企業 
（システム開発） 

資料作成、
調査票発
送、回収 
及び集計 

協議会 

村上市 

R1 R2 

資料作成、調査
票発送、回収及
び集計 
※システムへの
結果入力も一
括で実施 7



２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

 

意向調査 ※委託 

５．石川県
いしかわけん

白山市
は く さ ん し

 
人工林率が約２割と集約化が難しい状況のなか、県・市・林業公社・林業事業体で構成する協議
会での協議を通じて、森林整備の方向性・進め方について関係者間のすり合わせを行っている。
実務面では、県の林業アドバイザーの支援を受けつつ、地域の森林に精通した森林組合や林業事
業体に業務委託を行うことで、対象地区における円滑な合意形成を図っている。 

 １ 取組の体制 

 
 
 

３ 意向調査 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・地域協議会で意見交換し年度ごとに実施箇所を決定。森林組合
や林業事業体からの提案があれば、予算の範囲内で順次着手。 

・県の森林クラウドに搭載した林地台帳情報と、登記簿、固定資
産課税台帳情報を突合して所有者情報の精度向上を図った。 

・地域精通者による働きかけもあり、市への委託を促すことで、
対象者の 97％が市への委託を希望。 

アイデア「宛名不在の解消及び回答率向上に向けた取組」 

・未回答者には督促状を郵送し、必要に応じて、受託者が個別訪
問を実施。また、宛名不在の場合は、地域精通者（林産組合
長）から所有者情報等を聞き取り、再送付することで、回答率
100％、宛名不在率 0％を達成（地籍調査の実施率は０％）。 

 

【地域協議会（年４回開催）】 
◇主な議題 

・森林経営管理制度についての白山市の取

組状況の共有 

・意向調査対象箇所の選定 

・今後の課題と取組方針 

・年間スケジュールの確認 

【森林組合等との検討（随時）】 
◇主な検討事項 

・地元説明会での配布資料の検討 

・意向調査、集積計画等の今後の対応につ

いて意見交換 

・課題や問題点の洗い出し 

４ 集積計画・配分計画 

 

ポイント 

・市への委託を希望した森林は全て集積計画を作成。面的まとま
りを確保するため、受託者の判断に基づいて、「市への委託以
外を回答した所有者」に対しても、集積計画作成の意向を改め
て確認。利用間伐を実施する区域と環境林として管理していく
区域を整理・図化（左図参照）。 

・集積計画案に関する説明会を実施後、市、林業アドバイザー、
受託者の３者で個別訪問により同意取得。 

アイデア「現地立会が困難な場合の対応」 

・境界明確化は、所有者の現地立会を基本としつつ、現地立会が
困難な場合は、地域精通者（林産組合長等）に委任してもらい
対応。 

 

【集積計画の区域色分け図】 

５ 事業発注（意向調査～集積計画案の作成） 

 
ポイント 

・令和元年度は、意向調査業務から集積計画案の作成業務まで、
着実に事業を遂行するために個別に業務委託。 

・各事業とも、直接経費は林野庁の業務参考資料（歩掛）と公共
工事設計労務単価（人件費単価）を、諸経費は治山林道必携を
使用して積算（左図参照）。仕様書は森林組合等と記載内容を
協議しつつ、オリジナルで作成。 

アイデア「現地調査の一部省略による経費節減」 

・林業経営者への再委託を予定する森林の立木調査については、
写真撮影による現況確認にとどめ、林業事業体の企画提案の中
に組み込むことで、経費節減に努めた。 
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4 集積計画・配分計画 

 

ポイント 

・市に委託を希望すると回答があった森林は全て集積計画を策
定。まとまりを考慮して地区を選定しており、一旦全ての森林
について企画提案を募集。企画提案がなかった森林について
は、市が保育間伐を実施。 

・意向調査の回答がない所有者（対象者の約１～２割）にも集積
計画の説明会の開催案内を送付することで、これを契機に意向
調査票を提出する所有者や、集積計画に同意する所有者が増
加。 

アイデア「経費算定のシミュレーションを用意」 

・企画提案時の留意事項として、見積時の経費と実際にかかった
経費に差が生じた場合の収益の取り扱いや所有者還元への考え
方などについて、事前に提示することで、企画提案書がより正
確に、選考もより公平になるように工夫。 

 

【企画提案時の留意事項】 

 

５ 事業発注（事前準備、境界明確化） 

 ポイント 

・意向調査の事前準備（森林解析業務）については、市の様式に
コンサルタント会社の技術提案内容を反映する形で仕様書を作
成。積算は、コンサルタント会社の参考見積（歩掛）、設計業
務委託等技術者単価を使用。 

・境界明確化については、県から提供を受けた仕様書を使用。積
算は、県税事業の測量業務の歩掛、設計業務委託等技術者単価
（測量業務）を使用。 

 

〇森林境界調査：公図、森林計画図等の
資料及び現地の状況から施業に係る
境界の調査。 

〇森林境界確認：所有者と境界確認をす
るとともに、正規の境界杭を打設した
後、同意書を取得（現地立会が基本、
困難な場合は測量図を活用）。 

〇森林境界測量：境界調査により打設し
た境界杭を測量し、各所有者の測量図
を作成。 

【境界明確化の主な業務内容】 

３ 境界明確化・意向調査 

 

ポイント 

・管内の制度の対象とする手入れ不足の人工林を約 4,000ha と見
積もり、今後 20 年で間伐を進める方針。この中から、立木調
査等の結果、林分密度が高く、30ha以上のまとまりがある等
の森林を当面の対象箇所として、15地区を選定。順次、年間
200ha 程度の境界明確化を実施し、意向調査を進めていくこと
としている。 

・境界明確化の説明会の開催案内を送付後、宛先不明で返送され
てきた所有者について、登記簿、戸籍謄本等との突合せにより
探索し、意向調査の宛名不在を解消。 

アイデア「意向調査前の境界明確化等の実施」 

・意向調査を行う前に境界明確化を行い、現地の状況を把握して
おくことで、所有者への丁寧な説明が可能となり、制度への理
解度向上と意向調査の回収率向上につながった。 

 

【管理対象森林選定フロー図】 

２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

１ 取組の体制 

 

６．愛知県
あ い ち け ん

岡崎市
お か ざ き し

 
県（西三河農林水産事務所）や市町村支援を目的に県が設置した「あいち森林経営管理サポート
センター」と連携し、森林資源解析で把握した約 4,000ha の手入れ不足の人工林の整備に向け
て、林業経営者の再委託も見据えつつ、意向調査、集積計画の作成等に取り組む。 
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４ 集積計画・配分計画 

 

ポイント 

・集積計画の対象は、委託希望のあった森林のうち、人工林かつ
10 年以内に施業履歴のない森林、森林経営計画未策定の森林な
どを中心に選定。現地調査の結果をもとに、面的にまとまった
ところから優先的に策定。 

・意向調査の結果に基づいて境界明確化等を行い、境界が確定し
た森林を対象に集積計画を作成する流れであり、年度ごとに一
括して公告。 

アイデア「地籍部局と連携した境界の明確化」 

・市の地籍部局から航空レーザ計測データをもとに作成された林
相識別図・樹高分布図・微地形表現図等のデータの提供を受け
（左図参照）、境界明確化を進めていく予定。 

 

 

５ 事業発注（意向調査～現地調査、間伐） 
 

名称 単位 

施業履歴収集 筆 

森林情報収集 筆 

意向確認（森林情報整理） 人 

地元協力依頼・説明会開催 回 

共有者・所在不明者調査 人 

調査結果とりまとめ 筆 

ポイント 

・意向調査及び現地調査については、複数の事業者に歩掛調査を
行い、仕様書を作成。意向調査票の送付工程は件数（人数）で
設定するなど、各工程に沿った設計基準を構築。 

・市町村森林経営管理事業は、治山事業（本数調整伐）と同等の
作業内容とし、治山・林道必携を参考に仕様書を作成。 

アイデア「実績を踏まえた数量の調整」 

・意向調査及び現地調査は過年度の実績を踏まえて歩掛を補正。
また、宛名不在となる場合や共有者多数となる場合が一定程度
見込まれるので、通信運搬費等を設定するなど数量を補正。 

 

【意向調査設計書（抜粋）】 

３ 意向調査 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・令和元年度は、堆砂に関する対策が必要なダム湖周辺の地域を
対象に実施。令和２年度からは、旧市町村単位で、森林資源が
多く、積極的に施業が行われている地域から意向調査に着手。
概ね５年で市内を一巡する方針。 

・固定資産課税台帳情報の活用により意向調査票の宛先不明の割
合が１割減少。さらに宛名不在で差し戻しがあった場合は、戸
籍・住民票等を用いて相続人を探索。 

アイデア「意向調査の対象を絞らない理由」 

・広範囲に山林を所有している所有者がいた場合、意向調査の対
象森林とそうでない森林の区別がつかず、問合せが多数に及ぶ
と予想し、対象地域のすべての所有者に意向調査を実施。その
後、施業履歴の有無等で集積計画対象森林を決定。 

 

令和元年度の意向調査 
・登記簿情報を基に発送 
・574件が宛先不明として返送 

574件の約 59％、339件が発
送可能となった 

林地台帳の所有者情報を固定資
産課税台帳情報と突合 

【固定資産課税台帳情報の活用効果】 

２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

委託希望のあった森林で、以下に該
当するものを中心に選定し、面的に
まとまった箇所から優先的に実施 
・人工林 
・施業履歴がない（過去 10年分） 
・森林経営計画が未策定 など 
 
【同意取得】 
・個別訪問（津市近郊の場合） 
・郵送と電話連絡（上記以外） 

１ 取組の体制 

 
 
 
 
 
 

７．三重県津市
み え け ん つ し

 
津市は約 3 万 ha の広大な私有林人工林を抱えており、市全域の所有者にいち早く制度を周知す
ることが重要であると考え、合併前の旧市町村単位で意向調査を実施。県、みえ森林経営管理支
援センターからの助言・協力を得つつ、地域に精通した森林組合等に業務委託することで取組を
円滑化。 

 

10



５ 事業発注（意向調査～現地調査、間伐） 

 ポイント 

・意向調査については、複数の企業から徴収した見積書を参考に
して積算。歩掛は治山林道必携との比較により妥当性を検討。 

・現地調査、間伐事業については、県から提供を受けた歩掛、治
山林道必携（歩掛、間接経費）、林業事業体の見積を参考に積
算。 

アイデア「発注者と受注者の役割分担の明確化」 

・意向調査については、町が実施すべき業務も仕様書に位置づ
け、発注者と受注者の役割分担が明確になるように工夫（左表
参照）。また、発注方法については、事業規模に応じて、随意
契約から入札に切り替えるなど柔軟に対応。 

 

 【業務内容の役割分担表】 

 

４ 集積計画・配分計画 

 

ポイント 

・意向調査の結果を基に、県・森林組合・サポートセンターで協
議し、対象森林の今後の整備主体を調整。森林経営計画の作成
や治山事業による対応など、幅広に森林整備の可能性を検討し
つつ、既存の事業で対応が難しい場合は、一定程度の集積が可
能であることを条件に集積計画を作成。 

・集積計画の対象とならない森林については、町独自の補助事業
を用意しておくことで、未整備森林の解消に繋げている。 

アイデア「自己管理の回答者も対象とした説明会」 

・森林整備の方針や実施主体の調整がついた段階で、所有者向け
の説明会を開催。自ら管理すると回答した所有者にも参加して
もらい、補助メニューの内容を周知（左表参照）。 

 

【町独自の支援事業の主な内容】 

 

３ 意向調査 

 

 

ポイント 

・地域全体で未整備森林の解消が進むよう、登記上の地目が「山
林」となっている森林全てを対象に意向調査を実施したうえ
で、最適な森林整備の手法を検討。制度の活用に限らず、既存
の事業への誘導や町独自の支援策の活用も視野に入れるなど柔
軟に対応。 

・大字単位で毎年２～４地区（概ね 1,000ha）ずつ意向調査を実
施し、13 年間で町内を一巡する計画。 

アイデア「所有者の特定に向けた取組」 

・所有森林リストに掲載された森林が自己の所有する森林でない
場合には、調査票の設問において役場担当課への電話連絡をす
るよう促し、所有者の特定に努める（左図参照）。 

 

問１ 今回の意向調査は、平成 31年４月
の林地台帳の情報をもとに送付していま
すが、対象山林についてあてはまる番号
に○をつけてお答え下さい。 

 
１上記の山林は自分の所有で間違いない。 
２上記の山林は自分の所有ではない。 
３上記の山林を自分が所有していることを
知らなかった。 

４上記の山林が自分の所有かどうかわから
ない。 

 
（問１で「２」とお答えになった方） 
問１－２ 大変お忙しいとは存じますが、
下記へお電話ください。 

 神河町役場地域振興課農林業係 
 連絡先：・・・・・・・ 

【意向調査の設問（抜粋）】 

２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

８．兵庫県
ひょうごけん

神河町
かみかわちょう

  
林務専門の部署がない中、兵庫県及びサポートセンターの支援と地元の森林組合との連携を進
め、地域全体で森林整備が進むよう、取組を展開。既存の取組では対応が難しい条件不利地の森
林整備を進めるために森林経営管理制度を活用。 

 １ 取組の体制 
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２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

９．鳥取県
とっとりけん

若桜町
わかさちょう

 
町域の 95％を占める森林の効率的な整備に向けて、主に災害防止等の観点から施業の効率性を
考慮しつつ、森林経営管理制度を活用。県が県森林組合連合会に委託して設置した「新たな森林
管理システム推進センター」の支援や森林組合への委託等、外部の活力も活用し、取組を推進。 

 
１ 取組の体制 

 
 
 
 
 
 

５ 事業発注（現地調査等） 

 ポイント 

・第２回地区までの意向調査の取りまとめ～集積計画案の同意取
得までを林野庁の業務参考資料の歩掛、公共工事設計労務単価
の人件費単価、町有林整備事業の諸経費等を参考に積算。 

・第３回地区からは、森林組合との間で年単位の単価契約を締結
し、実働日額で積算。 

アイデア「実情に沿った発注方法の見直し」 

・上記の変更理由として、業務委託の場合、業務の範囲を特定す
る必要があるが、経過次第では流動的な内容も多く、特定が難
しかったため、包括的委任業務の一環として対応してもらうこ
ととし、当該業務の従事実情に応じた精算を行うことに変更。 

 

３ 意向調査 

 

ポイント 

・大字単位で優先順位、実施年度を示した年度別実施計画を作成
し、概ね 15年で町内を一巡する予定。計画内容は地元要望を
踏まえて適宜、見直す考え。 

・林地台帳情報を基に所有者リストを作成し、地元説明会の参加
者から収集した所有者情報で台帳を更新。 

・共有林の場合は、代表者１名のみに調査票を送付していたが、
関係者に一斉に調査することが適切であると考え、３回目以降
は共有者全員に一括送付。 

アイデア「意向調査結果の効率的な情報管理」 

・調査票の１ページ目と発送用封筒の表面に「通し番号」を記載
し、問合せ者をよりスムーズに特定できるようにした。 

 

 

４ 集積計画・配分計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・意向調査の結果を踏まえ、事業優先度が高いと判断された森林
で、ある程度面的まとまりがある箇所において集積計画を作
成。集積計画の作成にあたっては、推進センターの支援を受け
ながら、現地調査の結果を反映。令和３年７月以降はレーザ測
量の成果を活用し、現地調査の簡素化に繋げていく考え。 

・集積計画を定めるタイミングで、戸籍や住民票等を活用しなが
ら、直営で町内外の相続人調査を実施。 

アイデア「共有者不明森林の特例措置の活用」 

・森林整備の効果を十分に発揮させるため、集積計画が策定済み
の森林に接する斜面上部の森林において、共有者不明森林の特
例制度を活用（左図参照）。 

 

【特例措置の活用箇所】 
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２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

企画提案募集 

１ 取組の体制 

 
 
 

10．広島県
ひろしまけん

世羅町
せ ら ち ょ う

 
ヒノキ等の若齢林が大半を占めていることから、森林経営管理制度による保育間伐の実施を通じ
て、災害防止等の公益的機能の維持発揮を目指す方針。町、県、森林組合の３者で「地域調整会
議」を組織し、町の考え方や取組の方向性の共通認識の形成を図りつつ、取組を推進。 

 

４ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・「町に委託を希望する」と回答があった分は、基本、集積計画
を策定するように進める。「自ら委託先を探す」と回答があっ
た分は再度連絡し、一体として集積計画を作れるよう調整。 

・集積計画の存続期間は 10 年間で統一。保育間伐を１回実施す
ることを基本に、施業プラン書をもとに、林業経営の適否を見
極めながら、経営管理の内容を記載（再委託も排除しない）。
地籍調査がほぼ終了しており、境界明確化は実施しない。 

・同意取得は、町が対応（町内は個別訪問、町外は郵送）。 

アイデア「施業プラン書を活用した所有者への説明」 

・筆ごとに立木調査を行い、施業プラン書を作成し、図面や森林
の状況写真とともに、所有者に説明（左図参照）。 

 

【現況写真】 

【今後の管理方針（抜粋）】 
○○様の山林は、以前にヒノキが植林さ
れていますが、現在ヒノキが過密状態と
なっておりますので、保育間伐(除伐・間
引き)の整備が必要となっております。今
後、期間を定め世羅町による公的管理(市
町村森林経営管理事業)を行い、林業経営
に適した公益的機能森林を目指してまい
ります。 

【施業プラン書（抜粋）】 

３ 意向調査 

 ポイント 

・直近２か年はモデル的に、ため池周辺の人工林を対象に実施。
今後は町の予算規模を踏まえ、大字単位で年間 30ha 程度の意
向調査を実施していく方針。 

・意向調査の実施前に戸籍・住民票等により相続人の探索を実施
し、宛先不明を解消。 

・町内の所有者は森林組合の組合員である場合が多いため、町内
在住者の意向調査は森林組合に委託。町外在住者の意向調査は
町が自ら実施し、役割分担（左図参照）。 

アイデア「意向調査票の工夫」 

・先行事例を参考に、意向調査票に、回答者の年齢、宛名と回答
者の続柄、共有者の有無・連絡先の記入欄を設けた。 

 

町内在住者 

森林組合 

・意向調査 
・督促（個別訪問） 

町 

町外在住者 

・意向調査 
・督促（郵送） 

５ 事業発注（意向調査～集積計画案の作成、間伐） 

 

ポイント 

・意向調査については、林野庁の業務参考単価に加え、治山・林
道必携や、県の建設部局が使用する用地調査の積算基準を使用
して実施。 

・現地調査、集積計画案の作成、間伐事業については、県税事業
「ひろしまの森づくり事業」の仕様書を参考に、治山・林道必
携の歩掛を使用して実施。 

アイデア「一括発注による事務作業の省力化」 

・意向調査から集積計画案の作成まで一括して業務発注すること
で、業務効率化に寄与（左図参照）。 

 

 

町 

森林組合 

一括して業務委託 

・意向調査（町内分） 
・現地調査（施業プラン
書の作成） 

・集積計画案の作成 
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５ 事業発注（意向調査、間伐） 

 
ポイント 

・意向調査の仕様書・積算は、森林組合が作成した仕様書・見積
書を参考に作成。 

・市町村森林経営管理事業の仕様書は、森林組合が作成した切捨
間伐のものを参考に作成。積算については、治山・林道必携等
の歩掛を参考とした。 

アイデア「林業事業体の育成」 

・市町村森林経営管理事業は町独自で公募・登録を行った事業者
を対象（一人親方が主体）とし、小規模事業体の事業量確保の
ため、年度内に消化できる面積を勘案して事業を発注。 

 

業務委託 

活性化センター 

業務委託 
※業務に係る事務作
業を担う 

４ 集積計画・配分計画 

 

 

 

 

 

ポイント 

・「町に委託を希望する」と回答があった森林については、原則
集積計画を作成。寄付を希望する所有者にも制度の説明を行
い、同意が取れた場合は集積計画に取り組むこととしている。 

・地籍調査が完了しているため、境界測量や所有者の現地立会は
行わないが、航空レーザ測量結果や航空写真をもとに活性化セ
ンターが施業範囲を確認することにより、作業を効率化。事業
発注前段階で立木調査等を実施することで経費削減にも寄与。 

アイデア「再委託を見据えた集積計画の作成」 

・意向調査を実施した翌年度以降に順次、集積計画を策定するこ
ととし、今後の事業発注や林業経営者への再委託を見据えて、
対象森林が 10～20ha程度まとまったタイミングで公告。 

 

・新規のシステム導入に当たり、制
度関連の機能を付与。 

・意向調査結果の集計、集積計画の
策定など制度に関する事務を一元
的に管理。 

・航空レーザ計測のデータを紐づけ
ることで３Dの地表面データを作
成可能（現地踏査前の事前調査で
利用） 

【制度運用のためのシステム導入】 

３ 意向調査 

 ポイント 

・集約化施業が実施されていない地区から優先的に意向調査を実
施。森林環境譲与税の譲与額を踏まえて、令和 4年度までは約
500ha/年、令和 6 年度以降は約 1,000ha/年程度の意向調査を実
施し、15～20 年で町内を一巡する計画。 

・事前準備の段階で、林地台帳の情報を基に登記簿や戸籍の情報
を活用しつつ、固定資産課税台帳情報と突合せを行うことで宛
名不在の解消を図った。 

アイデア「意向調査の設問の設定方法」 

・京都大学と連携して、行動経済学の観点から意向調査の設問の
設定方法によって、回答内容にどのような影響を及ぼすかを分
析し、それらの分析結果を踏まえて、効果的な設問の設定方法
を検討していく考え。 

 

京都大学 

町 

・意向調査票案の
作成・結果分析 

業務委託 
※GISによる集計結
果の地図化は町が
実施 

 
森林組合 

・意向調査 
（発送、入力・集計） 

２ 取組の流れ 

 
 
 
 
 
 
事 

 

※林業経営が見込め
る森林について
は、必要に応じて
林業事業体向けの
説明会を開催 

１ 取組の体制 

 
 
 
 
 
 
 
 

11．愛媛県
え ひ め け ん

久万
く ま

高原町
こうげんちょう

  
未整備森林の解消を目的として、林業事業体による集約化施業が進んでいない地域から優先的に
意向調査を実施。制度を進めるにあたっては、流域管理システムの下で設置した既存の組織を活
用することとし、体制を拡充したうえで関係団体と連携を取りつつ各種業務に取り組む。 
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４ 集積計画・配分計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・「市に委託を希望」と回答があった森林は、原則集積計画の対
象とする。ただし、経営が成り立つ森林（森林経営計画の編入
が可能等）があれば、既存の仕組みの活用を検討。経営管理の
内容については、委託で作成した林況調査票を基に決定。 

アイデア「境界明確化の対象範囲の考え方」 

・森林所有者への説明にあたっては、現地の情報を事前に把握し
ておくことが重要と考え、当初は意向調査対象森林全ての境界
明確化を実施。しかし、想定以上に多くの時間を要したため、
地籍調査未実施地域では、令和２年度からは、委託希望のあっ
た森林に絞って境界明確化を実施し、取組を加速化。 

 

【境界明確化の取組の改善】 

 

５ 事業発注（意向調査、現地調査） 

 ポイント 

・意向調査の仕様書は市のオリジナルで作成。積算は、県の治山
林道工事の労務単価、設計資材単価を参考に作成。 

・現地調査の仕様書は、市有林の仕様書を参考に作成。積算は、
県の治山事業の労務単価、設計資材単価、土地家屋調査士の諸
経費率を参考に作成。 

アイデア「発注業務における県との綿密な調整」 

・委託業務の仕様書作成、積算に際しては県と密に連携し、参考
資料の提供や助言、記載内容の確認等の支援を受けつつ進める
ことで、作業の手戻りを減らした。 

 

※準備作業から現地調査まで数量
（人数、面積）等が確定できな
いため、発注は個別に対応。 

林業事業体 

業務委託 

県 

綿密に調整 

市 

３ 意向調査 

 
 
 

ポイント 

・森林の境界を知る所有者が少なくなるとの考えのもと、境界明
確化が未実施の森林が多い地域、住民の高齢化率が高い地域か
ら意向調査を開始。その後は意向調査完了済の隣接地で未整備
森林が多い地域から意向調査を実施（左図参照）。市内を 15
年で一巡する計画。 

・合併前の旧２市村において、本庁と支所でそれぞれ手分けして
制度に着手。旧市では地籍調査がほぼ未実施であるのに対し、
旧村では地籍調査完了済みであることから、各地域の実情に即
した進め方で実施。 

アイデア「宛名不在の解消に向けた取組」 

・調査票の送付前に、森林簿と固定資産課税台帳情報を突合。宛
先不一致の所有者は、戸籍、住民票等の公用請求や地元での聞
き取り等により所有者を探索し、宛名不在の解消を図った。 

 

（３）意向調査実施を優先する地域 
経営管理が行われていない恐れの

ある森林のうち、以下の基準に該当
する森林が多く所在する地域を優先
して実施する。 
 
〈優先順位〉 
１ 境界明確化されていない森林が

多い地域 
２ 高齢化率が高い地域 
３ 意向調査完了済の隣接地区で未
整備森林が多いと判断される地域 

【制度の実施方針（抜粋）】 

２ 取組の流れ 

 
  
 
 
 
 
 
事 

 

意向調査 ※委託 現地調査（現地踏査・立木調査） 
※委託 

意向調査 ※委託 

意向調査の対象森林全てを対象とし
て実施 

【地籍調査が完了していない地域】 

12．高知県
こ う ち け ん

四万十市
し ま ん と し

 
地籍調査の進捗率が異なる合併前の旧市村（２市村）単位でそれぞれの実情に即した方法で取組
を展開。制度開始後、地区毎に会計年度職員を１名ずつ雇用するとともに、旧市村の森林に精通
した 2つの森林組合と連携することで、制度の円滑な運営を図っている。 

 １ 取組の体制 
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１．秋田県大館市 
森林・林業の専門職員が不在の中、先行して市内部に森林経営管理制度に対応する人員を雇
用・育成し、市が主体となった取組を推進。面的にまとまった意向調査の実施、集積計画の 
策定を通じ、林業経営の効率化、秋田スギブランドの振興を図る計画 

 
 

１ 取組の体制 

 

 
２ 意向調査 

 ポイント 

・意向調査票は林野庁「事務の手引」をベースと 
しつつ、設問を簡素化 

・意向調査票とともに、パンフレットも同封する
が、細かな点は説明会を開催し、フォローする 

アイデア 

・事前に説明会や市の広報誌による周知を行うとと
もに、あらかじめ各種の所有者情報の突合せを行
うことで、確実な意向調査の実施が可能 

事前準備は委託し、調査自体は直営で 

・対象森林の抽出、所有者情報の突合せを GISで解 
析する事前準備を外部委託する一方、実際の意向
調査業務（調査票の発送や集計）は市自らが実施 

Memo 

・所有者探索は市の市民課の協力で実施（市外に転出・転籍した場合は追いかけず、ひとまずは、
市で保有する情報の範囲で探索を実施） 

 

【所有者探索】 
・住民票 
・戸籍（除籍） 
・戸籍の附票 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・意向調査後に改めて説明会を開催し、集積計画 
について理解を得た後、個別訪問をくり返しな 
がら、市自らによる同意取得を実施 

・現地踏査も市が直営で実施（境界確認には専用 
の GPS機能付きタブレットを導入） 

アイデア 

・林業経営者が長期的な視点で計画的に施業を実施
できるよう、存続期間を 20年に統一 

・再委託を希望する集積計画の数が多い企画提案に
高配点し、集約化を促進（まずは、より多くの森
林を再委託につなげることを検討） 

事前情報があるからこそ、安心して集積計画へ 

・意向調査の事前準備で、GIS上で林業経営の適否 
を検討しているため、ある程度、林業経営者への
再委託を念頭に置くことが可能になり、回答があ
った森林で安心して集積計画を策定できる。 

Memo 

・意向調査の結果判明した所有森林（当初、意向調査の対象としていなかった天然林等）について
も集積計画に組み入れている。 

 

４ 事業発注（意向調査の準備） 

 ポイント 

・事業体から技術提案書を徴取し、市の類似業務の
仕様書も参考にしながら仕様書を作成 

・併せて、参考見積も徴取し、積算に活用 

アイデア 

・航空レーザ計測データを持ち合わせていないが、
国土地理院や国土交通省が公表するオープンデー
タを活用し、傾斜区分や樹冠疎密度等を解析 

市全域ではなく、当分の間の計画を策定 

・市内を 20年で一巡する長期計画の下で、直近５ 
年分の意向調査対象森林のみを確定。その先の対
象森林については、その後の所有権移転、施業履
歴等も注視しながら改めて解析する計画 

Memo 

・令和２年度は、県において航空レーザ計測を実施し、当該データの解析を市が行う予定 

 

広報誌

事前準備

審査基準
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２．宮城県登米市 
登米市、宮城県（登米地域事務所、林業技術総合センター）、宮城県市町村森林経営管理サポ
ートセンターで「圏域推進会議」を構成。県が策定したガイドラインを参考に、森林経営管理
制度の対象森林や取組の優先順位を地域の関係者と協同で策定 

登米市 

１ 取組の体制 

 

 
２ 意向調査 

 ポイント 

・林地台帳の更新（所有者情報の整理）から意向調
査結果の整理までを一括して外部委託 

・意向調査時には説明会を開催せず、資料送付で対
応。調査票の設問は周辺情報も含め、多めに設定 

アイデア 

・管内を町単位で 16地区に分け、意向調査の優先順
位をマトリクス表として整理。地域の関係者と協
同で策定 

GISによるデータの一元管理 

・対象森林の抽出から意向調査対象リスト、意向調
査の結果までを県下共通の森林 GISで一元管理。 
関係者との情報の共有もスムーズに。 

Memo 

・優先順位は、意向調査対象森林の割合、境界情報の精度、林道からの距離、森林経営計画の策定
率、保安林の指定状況、獣害・病虫害の有無に加え、埋蔵文化財包蔵地の有無なども考慮 

 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・意向調査結果を踏まえ､圏域推進会議で検討した
後、改めて業務委託し、集積計画の策定を行う。 

アイデア 

・意向調査のタイミングに代え､集積計画の策定段 
階で説明会を開催。意向調査が無回答だった人も
含め、幅広く説明会を案内する考え 

意向調査から集積計画の策定までを２箇年で 

・意向調査結果をしっかりと整理し、調査を実施し
た翌年度にまとめて集積計画を策定 

・前年度に確定した意向調査結果をもって次年度の
予算を措置し、正確な事業発注を行えるよう心が
けている。 

Memo 

・登米市は森林経営計画の策定率が比較的高く、林業経営者への再委託の可能性が高いと想定 
・上記については検討中の事項を含むので留意 

 

４ 事業発注（準備から意向調査） 

 ポイント 

・技術提案書・見積書を複数者から事前徴取し、そ
れらを参考に仕様書作成、予定金額の積算を実施 

・委託業務の内容は、圏域推進会議で協議しながら
決定 

アイデア 

・所有者情報の整理（各種情報との突合せ、林地台
帳の更新）は市内全域を一斉に実施し、今後の取
組の情報基盤を初年度にあらかじめ整理 

契約に競争性を確保 

・意向調査対象（面積や所有者規模）を明確にする
とともに、必要となる資料を貸与するなどの対応
をとることで、事業者が的確に応札額を算出でき
るようになり、競争入札の実施が可能となった。 

Memo 

・技術提案書をもとに仕様書を作成したが、適宜の打合せ・協議を設けるよう定めることで、方向
性を揃えながら、委託業務を遂行（意向調査結果の集計方法について、特に注意しながら打合せ
を重ねた。） 

 

仕様書

意向調査票
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３．埼玉県秩父市 
秩父地域（１市４町）で設置した既存の協議会に、森林経営管理制度に対応する新たな組織を
立ち上げ､専門員（森林施業プランナー）を配置。森林・林業の専門部局を擁する秩父市が地 
域の旗振り役としてリード 

秩父市 

１ 取組の体制 

 

 
２ 意向調査 

 ポイント 

・意向調査票は林野庁「事務の手引」をベースに
し、パンフレットは市販のものを利用 

・施業履歴の整理など、対象森林の選定は集約化 
推進員で対応 

アイデア 

・後々の施業集約化（森林経営計画の策定等）を 
考え､森林計画区でまとめて意向調査を実施 

・各市町１地区（計５地区）ずつ、意向調査を実
施。秩父市では旧町村のバランスにも配慮 

過年度の経験を踏まえ､意向調査票を工夫 

・「何の情報をもとに自分宛に送られてきたのか」
という問合せが多かったことから、「森林簿と林
地台帳です」と調査票に明記。連絡をとりやすい
ようにメールアドレスの入力も追加で依頼 

Memo 

・横瀬町と長瀞町は、森林経営管理制度の PRも兼ねて、市街地に近い地域から、皆野町は人工林資
源の豊富な地域から取組を開始。進め方は協議会の場で市長・町長の了承を得ている。 

 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・集積計画を公告するまでに現地踏査はするが、境
界測量や立木調査は市町管理の場合のみ実施 

・全ての集積計画で一旦企画提案を求め、提案がな
いことをもって「林業経営に適さない」とし、市
町で間伐事業を発注 

アイデア 

・集積計画への同意取得は所有者に個別訪問（集約
化推進員と市町職員で対応） 

団地化を念頭に追加で個別協議 

・常に団地化を考え､必要があれば積極的に意向調 
査対象外の森林（隣接する施業履歴有の森林等）
についても同意取得し、集積計画を策定 

Memo 

・分科会メンバー（集約化推進員、市町職員、県現地機関）で必ず現地踏査を実施し、団地化が可
能か、どのような施業内容にするかを全員でライン合わせ。その結果をもって、所有者の同意取
得を進める。 

 

４ 事業発注（現地調査・間伐） 

 ポイント 

・境界測量・立木調査の歩掛は、埼玉県農林公社の
工程や林野庁の業務参考単価を使用。諸経費や班
編制の考え方は､治山林道必携を参照 

・間伐の歩掛（直接経費）は、森林整備事業の作業
工程表を使用し、諸経費は治山林道必携を参照 

アイデア 

・秩父市がフォーマットとなる書類を一式仕上げて、
関係４町に共有することで事務を効率化 

境界明確化を嫌がらない 

・森林組合の仕事の経験もある測量会社に依頼。現
地立ち会い、杭打ちも実施。地籍調査が終わって
なくても、着実にやっていく考え 

Memo 

・治山林道必携で参照した通知は「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算
要領」、「森林整備保全事業設計積算要領」（いずれも、林野庁長官通知） 

 

指名競争 

随意契約 

出向規定

仕様書
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４．静岡県富士市 
県の農林事務所単位で設置された地域協議会での議論や県が運営する「ふじのくに森林整備ア
ドバイザー」を活用しながら森林経営管理制度に取り組む。林業経営者への再委託を念頭に、
地域で集約化施業に取り組む森林組合等に意向調査や現地踏査を委託し、効率性を確保 

富士市 

１ 取組の体制 

 

 

２ 意向調査 

 ポイント 

・意向調査票はアンケートと称して、簡易（法定２
事項のみ）にし、細かな点は説明会等でカバー 

・森林情報の整理などは市が直営で実施し、意向調
査の実施から業務委託 

アイデア 

・意向調査の結果を踏まえ、市の方向性を判定通知
としてお知らせするとともに、改めて申出書とい
う形で集積計画作成に向けた意思を確認 

集約化施業に取り組む事業者に委託 

・森林経営計画を策定するなど、地域で集約化施業
に取り組む林業経営体に意向調査を委託し、既存
の団地との連携など出口対策を念頭に取組を実施 

Memo 

・地区説明会や個別相談会は、市と受託者のみならず、県や森林整備アドバイザーも参加するなど
地域の関係者一体で対応 

 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・意向調査の実施と併せ、現地踏査や集積計画案の
作成、同意取得に向けた地区説明会の開催などを
林業経営体に業務委託（一括して発注） 

アイデア 

・存続期間は森林経営計画一期分の５年＋１年程度
とし、存続期間満了後は、そのまま林業経営者に
森林経営計画に基づく集約化施業の継続を依頼 

・補助金の活用も含め所有者還元を考慮した集積計
画の記載事項とし、これを企画審査基準で考慮 

配分計画の策定を基本 

・配分計画を策定し、林業経営者に再委託すること
を念頭に集積計画の策定可否を判断。当分の間は
市町村森林経営管理事業を極力行わない方針 

Memo 

・林業経営に適さない森林は、「森林づくり県民税」を財源とした「森の力再生事業」等を活用
し、林業経営体による事業実施に向けて協力 

 

４ 事業発注（意向調査～同意取得） 

 ポイント 

・意向調査や現地踏査等の歩掛は、林野庁の業務参
考単価を参考とし、現地の状況に合わせパーセン
ト補正。諸経費は加算しない。 

アイデア 

・受託できる業務の範囲やレベル感を把握するもの
として、複数の事業体から仕様書案を徴取し、地
域協議会で検討し、仕様書を作成 

結果を踏まえ､設計単価を調整 

・林野庁が提示した業務参考単価はヘクタール当た
りの単価であり、所有規模が小さいときの手間や
労力が反映されないことから、単価補正を追加で
検討 

Memo 

・県が公表する法 36条の民間事業者であること等を要件として指名競争入札を実施し、競争性を担
保 

 

審査基準

意向調査票

41



５．岐阜県恵那市 
林業の専門家による委員会（市長諮問機関）を設置し、森林経営管理制度の取組方針を検討。
意向調査の優先順位を４段階に分け、最優先箇所からモデル的に取組を展開。意向調査業務等
を森林組合や地元の民間団体に委託して制度に取り組む。 

恵那市 

１ 取組の体制 

 

 

２ 意向調査 

 ポイント 

・地区説明会を開催し、その場で意向調査票を手交 

・意向調査票は林野庁の「事務の手引」をベースと
しつつ、簡単に、文字を大きく構成 

アイデア 

・優先実施箇所を委員会で事前に決定。モデル地区
から順次取組を拡大 

・生存する登記簿上の所有者に意向調査をするよう
住民票、戸籍の附票を確認 

地元要望等も踏まえ､優先順位を決定 

・地区住民の要望や山地災害リスクなども踏まえ、
優先順位を決定 

Memo 

・森林環境譲与税を活用して市町村森林経営管理事業を実施するため、税の趣旨を踏まえ、災害等
の防止を図ることを念頭に山地災害リスクの高い箇所を優先的に実施 

 

林地台帳システム 
改修（電子化） 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・現地踏査、集積計画案の作成、所有者の同意取得
について森林組合や民間団体に委託 

・同意取得は個別訪問で対応（説明会はしない） 

アイデア 

・切捨て間伐の実施を念頭に置き、所有者情報を把
握し、境界を明らかにできた森林から順次、集積
計画を策定し、速やかに森林整備に移行すること
としている。必ずしも面積的なまとまりが確保さ
れなくても集積計画の策定を進める考え 

集積計画を作る前に現地を確認 

・集積計画の内容の正確性に期し、所有者に施業内
容を説明できることから、集積計画を策定する前
に現地踏査を行う。 

Memo 

・林業経営が成り立つ森林についても、モデル的に配分計画の策定、林業経営者への再委託まで進
めてみることとしているが、基本的には、林業事業体への斡旋を行い、森林経営計画の作成を通
じた施業集約化で対応することを考えている。 

 

４ 事業発注（意向調査～間伐） 

 ポイント 

・意向調査業務や集積計画案の策定業務は、林野庁 
の業務参考単価を参考にし、諸経費は加算しない。 

・間伐事業については、現場の難易度や立木のサイ
ズに応じて、歩掛をパーセント補正 

アイデア 

・意向調査業務と現地踏査から集積計画案策定業務
は別々に設計し発注（令和２年度は、元年度の取
組結果を踏まえ､一括発注で対応） 

市有林の仕様書、積算を準用 

・市有林における事業発注資料を用いて、仕様書の
作成や積算を実施 

Memo 

・間伐の歩掛（直接経費）は森林整備事業の作業工程表を使用し、諸経費は森林整備保全事業設計
積算要領（林野庁長官通知）を参照 

 

仕様書

仕様書
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６．岐阜県郡上市 
林業成長産業化地域構想に基づき川上・川中・川下の連携を進めるほか、森林経営管理制度の
推進母体として、民間団体による協議会を設立。協議会と市、県の三者会議で連携を密にし、
森林経営管理制度を推進 

郡上市 

１ 取組の体制 

 

 

２ 意向調査 

 ポイント 

・地区座談会を開催し、その場で意向調査票を手交 

・調査票はアンケートと称して、簡易なものとする
（質問項目は法定２事項のみ）。 

アイデア 

・山地災害リスクや市森林整備計画のゾーニングを
意向調査の対象森林や優先順位に反映 

・関係権利者の同意取得について、森林所有者に協
力を要請（相続手続を促す。） 

相続人の探索を同時進行で 

・相続人を探索する専門員を会計年度任用職員とし
て雇用（※建設部所属） 

Memo 

・意向調査の対象森林は、施業履歴のない環境保全林にゾーニングされた森林とし、実施の優先順
位付けは、当該地区の山地災害危険地区や保安林の指定状況、過去の山地災害の発生状況を加味 

 

【意向調査】※業務委託 
・地区座談会を実施 
→意向調査票を手交、回答受付 

・説明会欠席者には郵送 

【森林情報】 
・森林簿、施業履歴 
・市森計ゾーニング 
（環境保全林） 

・防災対策 

【所有者情報】 
・登記簿 
・課税台帳 
・住民情報 
 
 

【集計・分析】 
・エクセルで集計 

優先順位を策定 

【所有者探索】 
登記専門員 
（市雇用） 

【協力依頼】 
所有者に関す
る情報提供 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・意向調査の実施から集積計画案の作成、同意取得
まで一括して事業発注 

・集積計画を策定するまでの間は、図上からの概況
把握や境界確認にとどめ、集積計画を策定した後
に詳細の施業プランの検討や境界明確化を実施す
る方針 

アイデア 

・意向調査の後、個別相談日を設け、公民館等で集
積計画について説明（所有者の都合のいい時間に
来てもらい、対応する） 

市町村による間伐の実施が基本 

・環境保全林にゾーニングされた条件不利地におい
て森林経営管理制度を運用し、市町村による切捨
て間伐を実施していくことを前提としている。 

Memo 

・民家等への倒木リスクがある場合は、間伐とセットで当該立木を除去する旨を集積計画に位置づ
けている。 

 

意向調査結果+図上検討 

集積計画案の作成 
所有者への個別説明・同意
取得、相続登記の促し 

【事業発注】 
意向調査~集積計画への 
同意取得までを一括発注 

【事業発注】 
・立木調査 
・境界明確化 

※基本的に策定 
の方向 

集積計画公告 

４ 事業発注（意向調査～集積計画） 

 ポイント 

・治山林道必携を参照し、類似する作業工程から積
算。最終的には、見積書を徴取し、歩掛を調整 

アイデア 

・市有林での事業発注で使う仕様書なども参考にし
ながら、必要となる作業を整理し、仕様書を作成 

 

まずはやってみる 

・積算や仕様書の作成を手探りで進め、事業発注し
た結果、上手くいかないところもあったが、受託
者を含め関係者で協議しながら、都度対応を調整 

Memo 

・意向調査の実施から集積計画案の作成、同意取得まで一括して業務委託しているものの、森林所
有者にアプローチするもの（座談会や同意取得の過程）は市が同席・同行し、所有者に不審がら
れないよう丁寧に対応 

 

意向調査~集積計 
画の同意取得  
市 設計・積算 

発注 

協議会 

随意契約 

事前準備

対象森林
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７．和歌山県有田川町 
協議会方式などの地域連携に依らず、県の支援組織の活用や森林組合への業務委託を通じて、
森林経営管理制度に取り組む。意向調査業務等の一部は町の職員が自ら実行するなど、町組織
内部にノウハウを集積（令和 2 年度からは林務課を新設し、定員も拡充） 

有田川町 

１ 取組の体制 

 

 

 

 

有田川町 わかやま森林と緑の公社 

 

和歌山県 

 

委託 
職員派遣 

森林組合 

 

林務課：４名 
（常勤職員３名+会計年度任用職員１名） 
 
【参考】地籍調査課：12名 

（うち専門員５名） 
委託（２地区） 

有田振興局 

 

研修 
巡回支援 
資料提供 

意向調査等 

 

直営 
（１地区） 

２ 意向調査 

 ポイント 

・意向調査票は「事務の手引」をベースとしつつ、
存続期間や針広混交林化への考えを設問に追加 

・広報やパンフレットの地区回覧で、事前に周知 

アイデア 

・山村部は集約化施業に取り組む森林組合に委託し、
地の利を生かす（エリア決めも森林組合に委託す
る）とともに、市街地周辺は町が直営で実施 

意向調査を実施する時期を工夫 

・親族が帰省してくるお盆を狙って、意向調査を実
施 

・予算編成の時期を念頭に置きながら、意向調査結
果を集計し、以降の事業に要する予算規模を的確
に把握 

Memo 

・意向調査結果をエクセルで集計しつつ、紙図面に色分けを行っていたが、業務の効率化や、今後
の集積計画・配分計画の一元管理の必要性から、CSV 取り込み機能、地図作成機能等をもたせた
林地台帳システムに改修 

 

直営 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・現地踏査、集積計画案の作成、所有者の同意取得
について森林組合に委託（意向調査業務とは別途
で事業発注） 

アイデア 

・施業集約化の可能性や災害リスクも考慮した「方
針書」に基づき、集積計画策定の優先順位を検討 

・町で一体的に管理できない森林は集積計画を策定
せず、森林環境譲与税を活用して創設した町の補
助事業を活用し、切捨て間伐の実施を促進 

所有者への個別訪問は２回実施 

・制度の説明や意向把握のための個別訪問を行った
上で、現地踏査を行い、踏査結果を持って再度訪
問し、集積計画の同意を取得（訪問を２回実施） 

Memo 

・所有者からの同意取得の際には、説明用パンフレットを使い、集積計画の取扱いについて丁寧に
説明（パンフレットは、町のオーダーに応え、わかやま森林と緑の公社が作成） 

 

意向調査結果 
 

森林経営計画の有無
等 

定例会（町、県、森林組
合）で図上検討 

策定する 

策定しない 

町単独補
助の活用
の紹介 【事業発注】 

・現地踏査、施業提案 
・集積計画案の作成 
・同意取得 

集積計画公告 

市町村森林経営管理事業 

林業経営に 
適する 

企画提案
募集 
 

林業経営に適さない 

４ 事業発注（現地踏査～間伐） 

 ポイント 

・現地踏査や集積計画案作成の歩掛は、林野庁の業
務参考単価を準用（業務内容を踏まえ、調整）。
諸経費は加算しない。 

・間伐の歩掛（直接経費）は森林整備事業の作業工
程表を使用（ただし、現地の実態に合わせ、％補
正）。諸経費（率）も林野庁の以下の通知を準用 

アイデア 

・地籍調査が完了した地区で取り組むため、集積計
画を策定する前に境界明確化は不要 

現地踏査と集積計画案策定を一体発注 

・集積計画の内容の正確性を期すとともに、所有者
にも施業内容を説明できることから、集積計画案
の策定と現地踏査をセットで事業発注 

Memo 

・諸経費率は「森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について（林野庁整備課長通
知）」を参照 

 

随意契約 

指名競争 

説明資料

立木調査
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８．島根県安来市 
市と県地域事務所、森林組合の３者で地域協議会を設置し、定例会を重ねながら地域の関係者
と協同で制度に取り組む。また、県と市町が委託費を拠出し、市町村支援組織として森林経営
推進センターを設置。協議会メンバーや推進センターへの業務委託等で各種事務に対応 

安来市 

１ 取組の体制 

 

 

２ 意向調査 

 ポイント 

・意向調査票は「事務の手引」をベースに作成 

アイデア 

・現地踏査などにより集積計画の方向性まで検討し
た上で、説明会を開催し、所有者にアプローチ 

・説明会で意向調査への回答を得た上で、そのまま、
集積計画案への同意取得も実施（所有者とのやり 
取りを一度で済ますことができる。） 

進め方の再検討（令和元年度のふりかえり） 

・令和元年度は、モデル団地の形成（現地検討等）
を実施した後に意向調査を実施したが、今後は、
回答結果の不確実性も踏まえ､事前に意向調査に 
よる回答を得てから、検討を深めるような手法 
も対応予定 

Memo 

・令和元年度は森林組合から 10箇所の団地の提案を受け､現地検討を経て１つのモデル団地を形成 

 

続けて 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・集積計画の策定可否は、現地調査を経ながら協議
会で検討 

・あらかじめ集積計画案も作成した上で、説明会で
の意向調査票の回収と併せ同意取得 

アイデア 

・集積計画案の作成やその後の事務に必要となる書
類の作成等について、森林経営推進センターに業
務委託 

先に団地化を描くことで確実な再委託 

・施業集約化が可能であるかどうかを、あらかじめ
地域の関係者と現地調査したり、事業体に意見を
求めることで林業経営者への再委託を確実に。 

Memo 

・島根県では、当分の間は、林業経営に適した森林を中心に集積計画の策定を行い、林業経営者に
再委託することを優先して森林経営管理制度に取り組む方針 

 

４ 事業発注（間伐） 

 ポイント 

・集積計画案の策定と合わせ、市町村森林経営管理
事業の設計・積算についても、市町村のオーダー
に合わせて森林経営推進センターで代行（予定） 

・森林経営推進センターが作成した設計図書をもと
に、最終的な発注・契約等の事務は市で行う。 

アイデア 

・簡単な条件因子の選択により、伐採・造林・保育
に要する経費や木材販売収入を計算し、林業経営
の収支を計算するソフトを開発 

収支を把握することで意向調査の実施が円滑に 

・上記ソフトにより、一体の森林のおおよその収支
を把握することができ、林業経営者に再委託する
森林か、市町村が管理を行う森林かの目安も持ち
ながら事務を進めることができるメリットあり 

Memo 

・開発したソフトは、業務委託を受けている市町村と共有。段階的に、市町村でも活用できるよう
に、森林経営推進センターが支援していく考え 
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９．徳島県那賀町 
県南部地域の１市４町、徳島県及び（公社）徳島森林づくり推進機構で森林経営管理制度に対
応する新たな協議会を設置し、事務の共同化・効率化を進める。協議会の事務局に既存の県単
位機関（公社・徳島森林づくり推進機構）を据え、森林・林業の専門家を確保 

那賀町 

１ 取組の体制 

 

 

２ 意向調査 

 ポイント 

・ハローフォレストの専門員で意向調査を実施 

・意向調査票やパンフレットは協議会で統一 

アイデア 

・意向調査に先立ち、説明会を開催（町内開催に加
え、不在村者向けとして県庁所在地でも開催） 

・森林所有者一斉に行う事前調査と、具体の意向を
確認する詳細調査の２段階方式で意向調査を実施 

意向調査票をアレンジする 

・意向調査票に QRコード、回答者 IDを付与し、
WEB 方式での回答を可能にした。 

・森林を手放したい、寄付したいという意向も併せ
て把握するよう設問を追加 

Memo 

・町内を旧町村・地区単位で 18ブロックに分け、筆数などをもとに事務量を均等化させながら、意
向調査の実施順位を決定（毎年複数ブロックで実施し、５年を目処に町内を一巡させる計画） 

 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・ハローフォレストにて、林業経営の適否を勘案し
つつ意向調査結果を整理し、集積計画の対象地リ
ストを作成 

・ドローン撮影で対象森林の概況を把握した上で、
現地踏査を実施 

アイデア 

・林業経営に適する森林については、林業事業体に
よる集約化施業を基本としており、林業経営に適
さない森林を中心に集積計画を策定 

林業経営の適否の判断と存続期間の考慮 

・林道からの距離等も勘案しつつ、林業経営の適否
を判断。将来的には路網の延長等により林業経営
が可能となる場合も想定されることから、ひとま
ず、10年内に間伐を１回実施するという内容の集
積計画とし、存続期間満了後の取り扱いは追って
検討することとしている。 

Memo 

・林業事業体に情報提供する場合はあらかじめ森林所有者にお知らせすることとしている。 

 

意向調査結果 
自ら管理すると 
回答した者以外 

・森林経営計画の有無 
・林道からの距離 
（ ＞200m等 ） 

対象地リストの作成 
・ドローン概況調査 
・現地踏査 

林業経営に適さない 

林業経営 
に適する 

林業事業
体に情報
提供 集積計画公告 

市町村森林経営管理事業 

【事業発注】 
・立木調査 

４ 事業発注（立木調査～間伐） 

 ポイント 

・積算は環境林整備事業（国庫補助事業；所有者等
との協定に基づく森林整備）の発注資料等を参考 

・境界明確化業務の積算には地籍調査の歩掛も参考 

アイデア 

・設計・積算をハローフォレストで実施し、町との
協議を経て、町から事業発注。事業発注への対応
もハローフォレストに一元化することで事務を効
率化 

現地調査は最小限に 

・詳細の立木調査等（林業事業体への業務委託で対
応）は間伐等の事業発注の前で行うこととし、集
積計画策定の段階では行わない。 

Memo 

・県が取得した航空レーザ計測データについて町で解析し、設計・積算にも活用する計画 

 

ハローフォレスト阿南・
那賀 
・設計 
・積算 
 

調査結果 

意向調査票

パンフレット
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10．徳島県美馬市・つるぎ町 
徳島西部地域の美馬市、つるぎ町、徳島県を構成員とする団体「一般社団法人 やましごと工
房」を設置し、森林経営管理制度に係る事務を一本化。元県職員（森林総合監理士）や元森林
組合職員（森林施業プランナー）らが中心となることで、市町村のマンパワー不足をカバー 

美馬市・つるぎ町 

１ 取組の体制 

 

 

２ 意向調査 

 ポイント 

・意向調査票の設問は、回答者・現所有者などの連
絡先、相続の発生状況の把握について細かく設置 

・パンフレットは Q&A付きのオリジナルを作成。 
意向調査のタイミングでは説明会を開催しない。 

アイデア 

・森林簿の樹種が正しいとは限らないため、天然林
も含め、意向調査の対象とする。 

・意向調査票の作成、回答の進捗管理等を円滑にす
るため、独自システムを開発 

面的なまとまりを常に意識 

・隣接する林班でまとめて意向調査を実施。回答の
督促や宛名不在の所有者探索も同時進行で実施 

Memo 

・意向調査管理システムは帳票を CSV 出力することで、林地台帳や GISと連携可能 

・所有者探索することで対象者の 95％以上に調査票が到達。３回の督促を行い、回答率は約７割 

 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・意向調査の結果を踏まえ、説明会を開催し、最終
的な意向を確認する（事務量も考慮しつつ、同意
取得については郵送で済ますなどの対応も実
施）。 

アイデア 

・集積計画策定時には外業を最小限（空中写真も活
用しつつ図上検討するのみ）とし、詳細の調査は
市町村森林経営管理事業の事業発注の前に行う。 

・市町に委託したいとの意向があったものについて
は基本的には集積計画の策定を進める。市町で管
理するか、林業経営者に再委託するかは集積計画
策定後に判断する。 

経営管理の必要がなくてもまとめて預かる 

・所有者の意向も踏まえつつ、経営管理が直ちに必
要のない森林についても、まとめて集積計画に組
み込んで預かることとしている。 

Memo 

・集積計画で定める内容をあらかじめ方針書としてまとめている。 

・林業経営者が現地を熟慮の上で企画提案ができるよう、集積計画の公告から企画提案を提出して
もらうまでの期間は長めに設定することを検討中 

 

意向調査結果 
 

空中写真等から概況を
把握 

立木調査 

同意取得 
集積計画公告 

説明会 
・集積計画について説明 
・最終的な意向の確認 

林業経営に 
適さない 

※基本的には策定の方向 

林業経営 
に適する 

企画提案募集 
配分計画公告 

市町村森林経営管理事業 

４ 事業発注（現地調査～間伐等） 

 ポイント 

・（一社）やましごと工房が現地調査や市町村森林
経営管理事業の設計・積算を実施し、最終的な事
業発注は市町が実施 

アイデア 

・ドローンも活用しつつ、外業を効率化 

・市町が間伐等を実施する場合のみ現地調査を実施
することとし、林業経営者に再委託する箇所につ
いては、林業経営者の見立てに応じて企画提案し
てもらうこととしている。 

設計と施工の分離を徹底 

・森林整備に係る設計関連の業務は（一社）やまし
ごと工房が実施し、施工は林業事業体が実施とい
うように設計と施工の分離を徹底 

 

（一社）やましごと工房 
 
・設計 
・積算 
 

報告 

市町 
 
・確認 
・発注 

林業事業体等 

ドローン 
調査結果等 

全体計画

策定方針
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11．熊本県御船町 
森林組合 OBを地域林政アドバイザーとして雇用し、町が直営で意向調査や境界明確化活動を
実施。町の林務部局の体制や地籍調査未了の状況を考慮し､経営管理権の設定は行わず、森林 
組合等への施業地の情報提供や、町単独補助事業の活用促進により経営管理を進めていく考え 

御船町 

１ 取組の体制 

 

 

御船町 熊本県林業公社 

 
熊本県 

 

２ 意向調査 

 ポイント 

・意向調査票は林野庁「事務の手引」をベースにし
つつ、後に控える境界明確化に向けて、境界の把
握状況や現地立ち会いの可否について追加で質問 

アイデア 

・地区座談会を開催し、その場で森林経営管理制度
の説明をし、意向調査票の回答を回収する。 

・境界明確化を進める上で、隣地所有者も把握して
おく必要があることから、施業履歴の有無に限ら
ず人工林について幅広く意向調査の対象とする。 

丁寧に着実にすることで回答率 100％ 

・地区座談会を欠席した者から着実に回答を得るた
め、後日の個別訪問を基本とし、それができない 
場合は電話による対応で、回答率向上を心がける。 

Memo 

・意向調査結果や境界明確化に関する情報は町の統合型 GISで管理し、森林簿や林地台帳と重ねな
がらの閲覧が可能 

 

【森林情報】 
・森林簿 
・アドバイザー
の保有情報 

【所有者情報】 
・アドバイザーの
保有情報 

・登記簿 
・課税台帳 
 

【意向調査】 
・地区座談会を開催 
（その場で回答を回収） 

・座談会欠席者には個別訪問 
・不在村者には郵送 

【集計・分析】 
・GISに連携させ地図化 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・意向調査結果を踏まえ、林業経営に適する森林は 
森林組合等の事業体に施業集約化を依頼し、林業
経営に適さない森林は、町の単独補助メニューを
活用し、施業を実施してもらうよう事業体へ依頼 

集積計画は作らないという選択肢 

・森林経営管理法に基づいて意向調査は行うが、森
林の経営管理自体は引き続き、従来の集約化施業
等の民間の活動で実施 

・町の執行体制や地籍調査未了の状況等を考慮する
と、集積計画等を策定する事務が大変であり、意
向調査や境界明確化を町で実施し、施業は事業体
で実施してもらうという役割分担を構築 

Memo 

・町単独補助メニューは森林環境譲与税を活用して新たに創設したもの。県の補助事業を参考にし
ながら補助対象や補助金額、条件等を記載した要綱を作成 

 

※集積計画・配分計画は策定しない 

４ 境界明確化 

 ポイント 

・地元の森林に精通した作業員を雇用しつつ、地域
林政アドバイザー本人が境界明確化を実施 

・GPS測量とし、簡素化を図るとともに、GIS上で 
データを集中管理（将来的に地籍調査等にも活用
できるよう電子データで保管） 

アイデア 

・意向調査の段階で、所有者が境界を把握している
か、境界確認で現地の立ち合いが可能かどうかを
確認し、境界明確化の段取りを検討 

明確化するのは立木の所有権界 

・土地の境界（筆界）まで明らかにすることはせ
ず、あくまで施業の実施のため、立木の所有権 
界を明らかにすることに留めている。 

Memo 

・施業履歴等から境界が明確化されている地域は森林組合等に委ね、町はあえて境界が明確化され
ていない地域から意向調査、境界明確化活動を実施（場所による役割分担） 

 

意向調査票

補助要綱
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12．鹿児島県鹿児島市 
県が市町村支援組織として森林組合連合会内に立ち上げた「森林経営管理市町村サポートセ 
ンター」及び県地域振興局からの支援や同連合会への業務委託を通じ、森林経営管理制度を 
推進。同連合会では専属の人員の確保と森林組合系統との連携により、県内全域に対応 

鹿児島市 

１ 取組の体制 

 

 

連携 

２ 意向調査 

 ポイント 

・意向調査票は林野庁の「事務の手引」ベースとし
つつ、明示的に“共同（法定）相続人”がいないか 
確認し、所有者情報を丁寧に把握 

アイデア 

・意向調査に先立ち、説明会の案内を送付すること
で、所有者の宛名の確度を確認。宛名不在となっ
た者については、説明会で住民から聞き取り 

説明会の前に外業（ドローン空撮）を実施 

・説明会で、所有森林の所在・状況をよく理解して
もらうため、事前にドローンの空撮を行い、オル
ソ画像も作成（受託者にて作成）し、大判印刷し
て持ち込む。 

Memo 

・ドローンや画像解析ソフト（後述する地上レーザ計測機器 OWL）は、森林組合連合会が所有。連
合会からの依頼に応じ森林組合にも同行してもらいながら現地調査を実施 

 

３ 集積計画・配分計画 

 ポイント 

・意向調査の実施から、現地調査、集積計画案の作
成、同意取得までを一括して事業発注 

・基幹路網に接するところや路網はなくても面的に
まとまりのあるところについては、林業経営者へ
の再委託を念頭に集積計画を策定 

アイデア 

・現地調査（事前に撮影したドローン画像）や立木
調査の結果をカルテとして整理し、所有者に説明 

・外業の結果、天然林や竹林となっている場合等は
集積計画を策定しない旨を報告 

立木調査には地上レーザを活用 

・人力による標準地調査に代え、地上レーザ計測機
器（OWL）を活用 

Memo 

・説明会や集積計画に対する同意取得など所有者にアプローチする業務については、市の職員も受
託者に同行し対応 

 

４ 事業発注（事前準備～集積計画） 

 ポイント 

・森林組合連合会が提示した見積を参考にしつつ、
県（地域振興局）と調整し積算 

・業務内容（仕様書）は事務の手引の業務フロー 
を細分化し作成 

アイデア 

・県森連では、業務参考単価や治山林道必携等を活
用しながら受託単価を策定（県とも調整の下で決
定） 

森林組合系統が連携した事業実施 

・業務を受託するのは連合会だが、地域に精通する
者として森林組合にも現地調査等には参画しても
らい、系統で連携し取組を実施 

Memo 

・見積書を提示した森林組合連合会によれば、今回の積算でうまくいく地区もあれば、苦戦してい
る地区もあるとのことで、今後の実績を踏まえながら単価を随時見直していく予定 

 

森林組合連合会 

【意向調査等】  
市 設計・積算 

発注 

随意契約 

現地調査

意向調査票
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