
有田川町における
森林経営管理制度の取り組み

和歌山県有田川町役場
産業振興部産業課林務班



有田川町の紹介



有田川町の体制

産業振興部
37人

産業課
12人

商工観光課
5人

地籍調査課
14人

（専門員6人含）

清水行政局
産業振興室
5人

産業班
5人

林務班
3人

農山村交流班
3人

うち、
農業委員会
事務局 2人

林務班は平成29年度2名でスタート
平成31年度より3名に増員

※ 森林組合数 2
※ 林業事業体数 ９
※ 地籍調査の状況 令和５年に現地確認調査終了予定



スキルアップ
平成30年度
・林野庁森林技術研修所 市町村林務担当者（実務）

平成31年度
・全国市町村国際文化研修所 市町村の森林政策
・林野庁森林技術研修所 森林経営管理制度の実務研修

市町村林務担当者（基礎）
森林計画基礎
山村振興・地方創生推進基礎

・和歌山県 一般社団法人わかやま森林と緑の公社
市町村林務関係職員等研修



有田川町の地勢と森林資源
R2.1

旧吉備町 旧金屋町 旧清水町 有田川町

人口 人 16,381 7,002 2,942 26,325

面積 ha 3,637 11,944 19,603 35,184

森林面積 ha 1,021 8,257 17,799 27,076

民有林 ha 1,021 8,257 17,104 26,381

人工林 195 4,388 14,743 19,326

人工林以外 826 3,869 2,360 7,055

国有林 ha 0 0 695 695

森林率 % 28 69 91 77

人工林率 % 19 53 86 73

森林所有者数 587 2,109 2,139 4,835



意向調査①
森林所有者に対し調査内容の説明会開催

（2019年2月9.10日）



意向調査②

直営と業務委託の併用

・直営…旧吉備町地域

・委託…旧金屋町地域

旧清水町地域

委託方法

地域の実情に精通している森林組合と

随意契約で委託契約

直営 委託 委託



意向調査③
意向調査と集積計画の採用単価

森林経営管理法の事務にかかる業務参考資料（案） 平成30年10月 林野庁計画課

【意向調査】

作業内容 林野歩掛かり 歩掛かり 説明

１．施業履歴整理 0.04 － 履歴はアンケートに記載してもらうため計上しない

２．森林所有者への事前説明 0.04 －
前年度森林整備地域活動支援交付金の「意向調査の準備推進」を活用し森林所有者に対し調
査内容等の説明会の開催及び広報、回覧等で周知しているので計上しない

３．森林情報収集（植生状況の抽出調査） 0.16 0.16
「植生状況の抽出」はおこなわないが、意向調査の実施にあたっては、林地台帳に反映されない
森林所有者の情報の収集が回収率の向上に寄与するため、所有者情報も含めた森林情報の
収集と位置づけ計上する

４．意向確認 0.10 0.10 未提出者への℡や訪問等による提出の依頼や紛失者への再送付等もあることから計上する

５．事務手続き 0.06 0.06 集計事務等のため計上する

計 0.40 0.32 ※0.32人×19,000円=6,080円

【経営計画集積計画（案）の作成・同意取得】

作業内容 林野歩掛かり 歩掛かり（案） 説明

１．踏査による路網の線形調査・線形の合意形成 0.33 0.11
歩掛かりを「机上検討」「踏査検討」「合意形成」と3つに分け、「机上検討」のみを計上する
（標準歩掛かりの1/3のみ計上）

２．計画対象箇所の林分調査、施業方法の検討 0.80 0.80 施業計画案の作成には林分調査を経た検討が必要であるため計上する

３．経営管理集積計画（案）の作成と同意取得 0.33 0.33 計画（案）の作成と同意取得は必要であるため計上する

４．事務手続き 0.06 0.06 施業提案書の作成事務等のため計上する

計 1.52 1.30 ※1.30人×19,000円=24,700円



意向調査④
調査対象場所の決定

直営 委託

委託



意向調査⑤

調査スケジュール

令和元年

7月1日

委託契約

令和元年

8月7日

調査票発送

令和元年

9月13日

調査票

回収締切

令和元年

10～11月

未提出者への

提出のお知らせ

(再送・電話・訪問)

令和元年

11月30日

実績報告作成

(委託契約終了)



意向調査⑥

調査様式
 

 所有山林に関する意向調査  

 

こちらは、清水森林組合です。有田川町役場産業課から委託され送付しています。 

有田川町では、現在、町内の山林を適切に管理していくため、平成３１年４月に施行された「森林経営管理法」に基づいて、町内に山林を所

有している森林所有者の皆様の今後の所有山林の経営や管理の意向などをお伺いし、これを踏まえて、町による経営管理権の設定などについて

検討していくこととしています。 

 今回、□□地区の森林所有者の皆さんを対象に、意向調査を実施することといたしました。 

 お手数ですが、この用紙に必要事項を記入して頂き、別紙所有山林一覧とともに、令和元年 9月 13日までに同封した返信用封筒で返送して

頂きますようよろしくお願いします。 

 

住   所 有田川町○○○××番地△ 

氏   名 有田川 太郎 

 

今回のアンケートは、有田川町役場が作成しました「林地台帳」の平成３１年４月時点の情報をもとに送付しています 

それでは、あなたの所有する山林について伺います。 

 

◎ あなたの所有する山林のうち、今回意向等を伺わせて頂く山林（以下「対象山林」とします。）について、 

  別紙「所有山林一覧」をご確認いただき、おわかりでしたら、樹種（杉、桧等）、植栽年（年号△年）を 

お書き下さい。 

所在・地番 地 目 面 積 樹 種 植栽年 

     

     

 

◎ 対象山林について、あてはまる番号に〇をつけてお答え下さい。 

 

問１ 山林の所有者についてお答えください。 

 

① 上記の山林（もしくは別紙「所有山林一覧」の山林、以下同じ）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。（問１－２へ） 

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１－２ 森林所有者が、今回送付させていただいた方と異なる場合は、正しい森林所有者の方のお名前などをお知らせください。  

       住 所：                               

       氏 名：                    電話番号：                       

       ※正しい森林所有者が複数いらっしゃる場合は、お手数ですが別の用紙にそれぞれのお名前などを書いてお送り下さい。 

 

問２ 現在の対象山林の管理や手入れの状況について 

対象山林について、現在どのように管理（見回り）や整備（間伐などの施業）をされていますか？ 

 

① 日常的な管理（見回り）や整備を自分で行っている。 

② 日常的な管理（見回り）は自分で行っているが、整備（間伐などの施業）は他の人（あるいは団体）に委託している。 

③ 日常的な管理（見回り）も整備（間伐などの施業）も他の人（あるいは団体）に委託している。 

④ 日常的とはいえないが、３年以内に管理（見回り）や整備（間伐などの施業）を自分もしくは他の人（あるいは団体）が行った。 

⑤ 特に管理も整備もしていない。 

⑥ わからない 

⑦ その他（                               ） 

 

問３ 対象山林について、過去１０年以内に間伐などの整備をされましたか？わかる範囲でお答え下さい。 

 

① 整備をした （内容（わかる範囲で）：             （例：平成△年△月に間伐） ） 

② 整備をしていない 

③ わからない 

④ その他（                           ） 

（裏面もご記入下さい。）   

金屋地域は金屋町森林組合 

吉備地域は産業課から送付します。 

 R1 

別紙「所有山林一覧」参照 

 

◎ 平成３１年４月に施行された「森林経営管理法」は、森林所有者の方々が自ら管理することが難しい山林について、森林所有者の方と町が

相談して今後の山林管理の方針を定めた上で、森林所有者の方が町に経営や管理を委託できる（「経営管理権」を設定する）ことを定めた法律

です。（山林の所有権は引き続き森林所有者の方が持ちます。） 

  経営管理権が設定された山林について、町は、町が自ら管理するか、林業を行う事業体などに経営や管理を再委託する（「経営管理実施権」

を設定する）ことになります。対象山林を委託した林業を行う事業体が経営や管理を実施した結果、利益が発生する場合には、あらかじめ定

められたルールにのっとり、利益の一部が所有者の方に支払われます。（利益がない場合は支払われません。） 

 

  この制度の利用をご検討する方は、次の問４で④を選択してください。 

 

問４ 対象山林の今後の経営や管理についてどのようにお考えですか。 

 

① 自分で経営や管理をしていきたい。（今後の施業予定：                 ） 

② 自分で委託先を探し、経営や管理を委託したい。（想定している委託先：                 ） 

③ 既に他者に委託しており、引き続き継続して委託したい。（今後の委託予定：                    ） 

④ 町に経営や管理を委ねることについて検討してみたい。 

⑤ その他 （                             ） 

 

問５ 何らかの形で森林の経営又は管理を任せる場合、何年程度であれば委ねたいと思いますか。 

    ※森林経営管理法の枠組みでは、最低の期間を１５年とし、それより長期の設定を想定しています。 

① １０年程度 

② １５年程度 

③ ２０年程度 

④ ３０年程度 

⑤ ４０年程度 

⑥ ５０年程度又はそれ以上 

 

問６ 森林の持つ公益的機能を発揮させるため、条件不利地において間伐を進め、針広混交林としていくことについて、どのように考えますか。 

 ※針広混交林・・・針葉樹と広葉樹が混ざった森林のこと 

① 賛成 

② やや賛成 

③ やや反対 

④ 反対 

⑤ わからない 

 

問７ 町の林業施策に対してご意見等がございましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回答者の情報をお知らせください■  ※実際に記入した方の情報 

   氏名
ふりがな

                       

   住所                                      

   電話番号（自宅）            （携帯）                

   E-mail                                     

   森林所有者とのご関係  本人 ・ 配偶者 ・ その他（          ）  

   ※上記の個人情報は、ご回答に関する問い合わせなど本調査の目的で用いる以外、他の目的で使用することはありません。 

    また、当組合で厳重に管理し、調査元の有田川町役場に提供する以外は第三者に提供することはありません。 

 

   【記入日】 令和  年  月  日 

  

調査は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

本調査はあくまで森林所有者の皆様に対象山林に関する経営や管理の意向をお伺いするものであり、この調査において町に 

経営や管理を委ねることを希望されることをもって、町が経営や管理の委託を受けることをお約束するものではありません。 

(別紙)　所有山林一覧 ①おわかりでしたら、樹種・植栽年をご記入ください。

②分収林・共有林である場合は、山林の状況欄に〇印をご記入ください。

③管理の意向欄のいずれかに〇印をご記入ください。

樹種 植栽年 共有 分収林 自己管理

民間業者
に委託

(森林組合
含む）

有田川町
に委託

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

備考

山林の状況 管理の意向（いずれかに〇）

所在 所有者氏名 地目 面積(ha)



意向調査⑦

調査結果

吉備 金屋 清水 計

調査形態 直営 委託 委託 -

対象地 御霊地区 宇井苔 押手・杉野原 -

対象面積（ha） 54 560 852 1465

対象筆数 66 450 931 1447

送付者数 43 154 226 423

締切日(9/13)時点
回収数 19 80 112 211

回収率 44% 52% 50% 50%

最終
回収数 33 120 164 317

回収率 77% 78% 73% 75%

町に委託の意向（人数） 17 42 76 135

町に委託の意向（ha） 23 120 190 332

自ら経営管理（ha） 25 399 466 891

注：計の不一致は四捨五入による



意向調査⑧ 所有者数ベースの集計

16%

23%
57%

4%
旧金屋町

31%

3%53%

13%

旧吉備町

自己管理

民間委託

町に委託

その他

29%

7%
52%

12%

旧清水町

24%

13%
54%

9%

全体

直営

委託

委託



意向調査⑨
■ 町に委託

■ 民間業者に委託

■ 自己管理

調査結果の色分け

委託



意向調査⑩

問い合わせの多かった内容
Q．意向調査を出さないといけないのか。山林について興味が無いので貰って欲しいくらいだ。

Ｑ．委託する方向で考えているが、その場合に費用負担は生じるのか。

Ｑ．利益が発生したら分配は理解できるが、

利益が出ない場合はどうなるのか。

Ｑ．委託期間中に売買はできるのか。

Ｑ．現時点では自身で管理を行うが、

今後、町に委託すると変更することは可能か。



意向調査⑪
調査に協力してくれた

山主へのお礼状

 

山林所有者のみなさま 

 

意向調査回答の御礼 

 

この度は、森林経営管理法に基づく意向調

査にご協力いただき誠にありがとうござい

ます。有田川町では、この調査結果をもとに

今後１年間をかけて対象地区の森林の管理

方法を検討してまいります。検討にあたり、

改めてご連絡を差し上げることもあるかも

しれませんが、引き続きご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

 

 

有田川町役場 産業課 林務班 

 （お問合せ 0737-22-4504） 



集積計画

直営と業務委託の集積計画作成の方向性

直営 → 経営計画作成が困難なため

市町村森林経営管理事業としての集積計画作成を検討。

委託 → 経営計画が作成できることをイメージして候補地を選定。

今年度は既存の経営計画があるエリア周辺で

集積計画作成を検討。→配分計画へ



町単独事業
・危険木伐採事業補助金 ・未利用材搬出補助金

伐採額の1/2補助：上限5万円 搬出経費 1ｔあたり1,000円

令和２年度に900kwの木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所が

町内で操業されることに伴い材の安定供給

を支援

※補助金も操業に合わせて令和２年度より

実施（予定）

森林環境譲与税は
使っていません！



はじめの一歩

“とりあえず やってみる”

・想定していたほど反動がなかった

・関心のある山主からは期待値が高い

・やればできる



ご清聴ありがとうございました

キノピー教室


