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令和２年度の実施状況の概要について 

(国有林野事業の役割) 

 国有林野は、我が国の国土の約２割、森林面積の約３割を占

め、その多くが奥地脊梁
せ き り ょ う

山地や水源地域に分布し、人工林※や

原生的な天然林※等の多様な生態系を有しています。その立地

や森林資源等の状況から、①国土の保全その他国有林野の有す

る公益的機能の維持増進、②林産物の持続的かつ計画的な供給、

③国有林野の活用による地域の産業振興又は住民福祉の向上

への寄与を目標として管理経営に取り組んでいます。  

 このような中、森林に対する国民の要請は公益的機能の発揮

に重点を置きつつ更に多様化しており、国有林野に対しても国

土の保全や地球温暖化防止、生物多様性保全の面での期待が大

きくなるとともに、国有林野と民有林野を通じた公益的機能の

発揮や我が国の森林・林業の再生への貢献が求められていま

す。 

 これらの国民からの要請に応えるため、国有林野の管理経営

を行う国有林野事業は、平成 25 年度から、一般会計で実施す

る事業に移行し、国民共通の財産である国有林野を名実ともに

「国民の森林
も り

」とするよう、民有林に係る施策との一体的な推

進を図りつつ、公益重視の管理経営を一層推進しています。ま

た、その組織、技術力その他各種資源を活用し、民有林の経営

に対する支援等による森林・林業の再生への貢献や、木材の安

定供給等の取組を進めています。 
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（管理経営基本計画及び令和２年度の実施状況） 

 農林水産省では、国有林野の管理経営に関する基本的な事項

を明らかにするため、「国有林野の管理経営に関する法律」に

基づき、あらかじめ国民の皆様の意見を聴いた上で「国有林野

の管理経営に関する基本計画」（以下「管理経営基本計画」と

いう。）を策定し、これに基づき国有林野の管理経営を行って

います。 

 管理経営基本計画は、10 年を１期とする計画で５年ごとに

策定することになっています。 

 令和２年度は、平成 30 年 12 月に定めた平成 31 年４月から

令和 11 年３月までを計画期間とする管理経営基本計画に基づ

き、国有林野を名実ともに「国民の森林
も り

」としていくため、 

①  公益重視の管理経営の一層の推進 

②  民有林の経営に対する支援等森林・林業再生への貢献  

③  「国民の森林
も り

」としての森林とのふれあいや国民参加の

森林づくり等の推進 

④  国有林野の林産物の安定供給 

等に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

よる社会・経済活動への影響を踏まえ、国有林材の供給調整対

策等の柔軟な事業実行に取り組みました（トピックス２参照）。 

  本報告は、こうした取組の実施状況について、国民の皆様に

理解をいただけるよう、写真と図表を用いてできるだけ分かり

やすく記載したものです。 

＊右肩に「※」を付している用語については、その解説を 109～115ページに記載。  
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（令和２年度の主な取組） 

 令和２年度に実施した主な取組は、以下のとおりです。 

   

（１）公益重視の管理経営の一層の推進 

  ○ ５つのタイプの機能類型の下で、長伐期施業※や育成複層林※へ

導くための多様な施業※等を実施するとともに、効果的な路網※整

備にも取り組みました。（13、17、23ページ） 

○ 台風や集中豪雨等による山地災害の復旧や被害調査等につい

て、民有林関係者と連携して取り組みました。（19ページ） 

  ○ 森林の健全性を保つとともに、地球温暖化の原因となる大気中の

二酸化炭素の吸収・貯蔵を進めるため、間伐※等を推進するととも

に、間伐材等の搬出・供給や治山施設等における木材利用を推進

しました。（25ページ） 

  ○ 生物多様性の保全を図るため、「保護林」の保護・管理や｢緑の

回廊｣の保全・管理、それらのモニタリング調査等に取り組みまし

た。（28、63、65ページ） 

  ○ シカ等野生鳥獣による被害防止のため、地方公共団体やＮＰＯ※

等と連携し、効果的な捕獲技術の開発・実用化等を含め、個体群※

管理や生息環境管理、被害防除等に取り組みました。（61ページ） 

  ○ 国有林野及びこれに隣接・介在する民有林野において、外来種駆

除や間伐等を一体的に行うため「公益的機能維持増進協定※」を締

結し、施業を実施しました。（87ページ） 

（２）森林・林業再生に向けた貢献 

○ コンテナ苗※を活用した「一貫作業システム※」等、地域の状況に

応じた低コストで効率的な施業のための技術の開発・普及に取り

組みました。（30ページ） 

  



 

- 4 - 

 

○ 計画的な事業発注等による林業事業体の育成や森林総合監理士

（フォレスター）※等による市町村の森林・林業行政等に対する技

術支援に取り組みました。（35、39ページ） 

○ 民有林と連携した森林施業等の推進のため「森林共同施業団地」

を設定し、事業計画の策定に取り組むとともに、団地内での路網

の接続等を実施しました。（37ページ） 

（３）森林環境教育や森林とのふれあい等の推進 

  ○ 森林環境教育の推進や自主的な森林
も り

づくり活動を支援するため、

「遊々
ゆ う ゆ う

の森」や「ふれあいの森」等の設定によるフィールドの提

供、技術指導等に取り組みました。（45、48ページ） 

○ 森林保全等に取り組むＮＰＯや地域住民等と連携し、森林整備

活動や自然再生活動等に取り組みました。（48ページ） 

（４）林産物の持続的かつ計画的な供給 

  ○ 機能類型区分に応じた適切な施業の下、木材の持続的かつ計画的

な供給に努め、国有林材の需要者への直送等に取り組みました。

（73ページ） 

  ○ 国産材の安定供給体制の構築のため、民有林と連携した供給によ

る地域の川上から川下までの連携強化や新型コロナウイルス感染

症の影響を踏まえて、国有林材の供給調整に取り組みました。（78

ページ） 

（５）効率的な事業の実施 

  ○ 伐採・造林等の事業の民間委託や情報システムの活用等により、

効率的な事業運営に努めました。（91、95ページ） 

  ○ 収穫量の計画的な確保やコスト縮減等に取り組み、211億円の債

務返済を行いました。（93ページ） 

（６）東日本大震災からの復旧・復興への貢献 

  ○ 被災した海岸防災林の再生を進めるとともに、林業再生のため

の実証事業等に取り組みました。（104ページ）  
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トピックス 1 令和２年７月豪雨への対応  

（関東森林管理局・中部森林管理局・九州森林管理局）  

①  芦北地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業  

令和２年７月に発生した記録的な大雨（令和２年７月豪雨）により、

全国で多数の山地災害等が発生し、特に熊本県球磨
く ま

川
がわ

流域では河川の氾

濫等甚大な災害が発生しました。  

九州森林管理局では、令和２年７月豪雨により山地災害が集中した熊

本県葦北郡芦北町等１市２町において、熊本県知事からの要請を受け、

民有林の治山施設や林地復旧を国の直轄代行により施工する特定民有林

直轄治山施設災害復旧等事業を 10 月に開始しました。令和２年度に

は、早期の応急復旧が必要な箇所の対策を実施し、令和５年度末の事業

完了を目指して、熊本県や関係市町と連携して計画的な復旧事業を実施

してまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

②  流木捕捉式治山ダムによる流木等の捕捉  

天竜森林管理署では、令和２年７月豪雨で発生した災害において、平

成 24 年に設置した流木捕捉式治山ダム（鋼製スリットダム）が流木等

を捕捉し、的確に機能したことを確認しました。約 250 m3 の流木と約

2,000 m3 の土砂の捕捉により、流下を抑制し、下流の取水ダムや橋梁に

対する被害を軽減しました。  

同署では、今後の豪雨等に備えて、流木捕捉式治山ダムに求められる

捕捉機能を回復させるため、捕捉された流木等を令和２年度中に除去し

ました。今後も、継続的な治山施設の点検等により、流域の保全に取り

組んでまいります。  

・熊本県葦北郡 (あしきたぐん )芦北町 (あしきたまち ) 
・（左）林地崩壊の状況  （右）応急対策完成の様子  
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③  ＩＣＴを活用した迅速な災害対応  

林野庁では、こうした大規模な山地災害発生時に迅速な対応を進める

ため、モバイルアプリケーションの「山地災害調査アプリ」の導入や、

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と連携した衛星デ

ータの活用を進めています。  

中部森林管理局及び九州森林管理局では、ＪＡＸＡが陸域観測技術衛

星「だいち２号」で緊急観測したデータの提供を受け、土砂移動の可能

性が高い区域を中心にヘリコプターによる上空からの調査を行うなど効

率的な調査を実施しました。また、調査状況については、「山地災害調

査アプリ」等を用いて、林野庁―森林管理局―森林管理署において、リ

アルタイムで共有するなど迅速な把握を行いました。また、これらの情

報を地方公共団体に共有しました。  

   
・長野県伊那市 (いなし )  

浦 (うら )国有林  
・ＪＡＸＡによる緊急観測データ  
 赤枠内で土砂移動の可能性が確  

認された箇所  

・熊本県葦北郡芦北町  
・ヘリコプターから撮影した写真及び飛行

ルート等のデータを直ちに共有すること

ができる「山地災害調査アプリ」の画面  
 

・静岡県浜松市 (はままつし ) 
地頭方 (じとうがた )国有林  

・治山ダムが流木等を捕捉した
様子  
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トピックス 2 国有林野事業における新型コロナウイ

ルス感染症の影響への対応  

（各森林管理局）  

①  国有林材の供給調整対策について  

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症が我が国においても流行

し、多くの社会・経済活動に大きな影響を与えることになりました。国

有林野事業においては、地域における新型コロナウイルス感染症の拡大

防止を図りつつ、森林整備事業や治山事業の公共工事を始め国民生活・

国民経済の安定に不可欠な業務を着実に実行してきました。  

新型コロナウイルス感染症による木材需給への影響は顕著であり、年

度当初に製材・合板※工場の生産調整等が行われ、素材（丸太）需要が

減少、木材価格も下落するなど影響が広がりました。  

これを受け、各森林管理局及び本庁で国有林材供給調整検討委員会を

臨機に開催し、各地域の需要等を踏まえながら、立木販売※の公告延期

や素材（丸太）生産を伴わない事業への振替等に取り組みました。  

 

 

 

資料：木材価格統計調査（木材価格） 資料：木材統計調査（製材統計）  
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その結果、令和２年度の国

有林材供給量は、前年度比約

１割減少し、特に立木販売量

は約３割減少しました。素材

（丸太）生産量についても、

事業の振替等により、第３四

半期以降、１～２割減少しま

した。  

こうした取組について、国

有林材供給調整検討委員会に

おいて、民有林での取組と相

まって、一定の効果があった

と評価されました。  

令和３年度は、製材品等の

輸入量減少等による代替需要

に対応するため、立木販売の

前倒し等に柔軟に取り組んでいます。  

 

（月）  （月）  

(  ) (  ) 
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②  東北森林管理局における国有林材供給調整対策について  

 東北森林管理局管内でも木材需給への影響は顕著であり、同局で開催

した国有林材供給調整検討委員会（計５回）の検討結果を踏まえながら

供給調整対策に取り組みました。  

年度当初に製材・合板工場の生産調整等が行われ、素材（丸太）入荷

が制限されていたため、契約済の立木販売の搬出期間の延長を実施しま

した。その後、秋頃までは素材（丸太）入荷制限が続いていたため、立

木販売の公告延期や素材（丸太）生産の伴わない事業への振替を実施し

ました。12 月から１月の大雪の影響からスギ素材（丸太）の不足感が

みられ、２月から製材品の需要が回復してきたことから、素材（丸太）

の供給と調整を機動的に発揮できる体制を継続することとしました。  

その結果、令和２年度の同局の国有林材供給量は、前年度比約２割減

少し、特に立木販売量は約３割減少しました。素材（丸太）生産量につ

いても、事業の振替等により８月以降で減少し、当年度生産した素材

（丸太）の販売量は約１割減少しました。  

今後も引き続き、素材（丸太）供給と製材品の需要動向を注視しなが

ら、素材（丸太）の安定供給に取り組んでまいります。  

 

  
・秋田県秋田市（あきたし）  
・令和２年度第１回東北森林管理局

国有林材供給調整検討委員会の開
催の様子  

(   )  (   )  
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③  「新しい生活様式」等を踏まえた事業実行及び業務の見直し   

国有林野事業を実施するに当たり、事業の実施時期や内容の変更、接

触回避のために監督・検査業務の現場写真のメールでの提出等、地域の

実情に応じて柔軟に業務を行いました。  

加えて、新型コロナウイルス感染症の影響で社会環境が変化している

状況を踏まえ、リモート会議の積極的な活用や入札事務の電子化の促

進、無人航空機※や衛星写真等の活用促進にも取り組みました。  

 

④  「新しい生活様式」等を踏まえた国有林野の魅力の発信  

新型コロナウイルス感染症の影響で、森林環境教育等の様々なイベン

トが中止や延期となり、国民が森林にふれあう機会が減少しました。こ

のため、３密を避ける「新しい生活様式」を踏まえて、デジタル技術を

活用した国有林野の魅力の発信に積極的に取り組みました。  

中部森林管理局では、自然が織りなす美しい山岳や森林風景、高山植

物等を自宅でも気軽に楽しんでいただけるように、青・緑・黄・白の色

の風景をテーマに写真を分類して掲載した「デジタル森林紀行」をホー

ムページに開設しています。  

近畿中国森林管理局では、新たな森林とのふれあい体験として、バー

チャル・リアリティ（VR）の技術を利用した森林散策を可能とするデ

ジタルコンテンツ「VR 森林散策」を提供し、自然豊かな国有林野を

360 度自由に自宅等から見ることができるようにしています。  

   

・兵庫県神戸市（こうべし）  
兵庫森林管理署  神戸治山事業所   

・監督職員による事務所での事業実施
状況確認の様子  

・VR 森林散策  
https://www.rinya.maff.go.  
jp/kinki/policy/business 
/sitasimou/vr/index.html 
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（事例５、７、17、18、20、23の写真）




