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３ 国有林野の林産物の供給  
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３ 国有林野の林産物の供給 

（１）林産物等の供給 

国有林野事業では、公益重視の管理経営を一層推進しつつ、

地域における木材安定供給体制の構築等を図るため、機能類型

区分に応じた施業の結果得られる木材の持続的・計画的な供給

に努め、地域の林業・木材産業の活性化に貢献することとして

います。また、これまで未利用であった小径材等についても、

安定供給を通じて、新たな需要開拓に取り組むこととしていま

す。 

令和２年度には、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ

た供給調整を行いながら、809 万 m3 の立木を伐採し、全国的な

ネットワークを活用して、素材（丸太）と立木を合わせ、約 389

万 m3 の木材（素材（丸太）換算）を供給しました。 

国有林材の供給に当たっては、国産材の需要拡大や加工・流

通の合理化等に取り組む集成材※・合板工場や製材工場等と協

定を締結し、国有林材を安定的に供給する「システム販売※」に

取り組んでおり、令和２年度のシステム販売による素材（丸太）

供給量は、164 万 m3 となっています。 

さらに、木材の供給時期や樹材種等の情報はインターネット

等も活用し、迅速かつ広範囲に提供しています。 

このほか、多様な森林を有しているという国有林野の特性を

活用し、民有林からの供給が期待しにくい樹種等の計画的な供

給にも取り組んでいます。 
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図－８ 国有林野事業における立木の伐採量  
 

注：１ 伐採量は、国有林内で伐採等をした立木の材積（林地残材等を含む）である。 

  ２ 計の不一致は四捨五入によるもの。 

 

 

表－１６ 国有林材（素材（丸太）換算）供給量 
    （単位：万 m3） 

区分 令和２年度  
（参考）  

令和元年度  

（参考）  

平成 30 年度  

国有林材供給量  

（国産材供給量に  

占める割合）  

389〈 120〉  

（―）  

432〈 170〉  

（ 14％）  

428〈 167〉  

（ 14％）  

（参考）国産材供給量  ―  3,099 3,020 
  

注：１ 国有林材供給量の< >書は、立木販売量（R2: 227 万ｍ３、R 元：315 万ｍ3、H30：315 万ｍ
３）を素材（丸太）換算した推計量で内数。 

２ 官行造林の立木販売量（R2: 23 万ｍ３、R 元：19 万ｍ3、H30：13 万ｍ３）を素材（丸太）換

算した推計量を含む。 

３ （参考）国産材供給量は、林野庁「木材需給表」上の数値であり、用材、しいたけ原木、

燃料材の供給量で、暦年の合計である。 

４ 令和２年の木材需給表が未確定のため、令和２年の国産材供給量及び国産材供給量に占め

る国有林材供給量の割合の数値は記載していない。 
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表－１７ 国有林野事業における素材（丸太）供給量  

（単位：万 m3
）  

区 分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

素材（丸太）販売量 260 269 261 262 269 

 うち  

システム販売量 

178 

（68%） 

193 

（72%）  

184 

(70%) 

187 

（72%）  

164 

(61%) 

注： ( )書は、素材（丸太）販売量全体に占めるシステム販売の割合である。  

図－９ 伐採量、供給量、販売量の関係について  

 

表－１８ 民有林からの供給が期待しにくい樹種の素材（丸太）供給実積  

                                      （単位：千 m3
） 

樹種名   

令和２年度  

(参考) 

令和元年度  

(参考) 

平成 30 年度  

ヒバ  7.3 7.9 8.6 

木曽ヒノキ  0.3 0.4 0.5 
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事例 21 伐採箇所に残された未利用材の有効活用  

（北海道森林管理局）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林の伐採箇所では、伐採木から素材（丸太）を生産した後に梢や根

元、枝等が未利用材（いわゆるＤ材）として林地に残されます。こうした

未利用材は、資源の有効活用に繋がらないだけでなく、伐採後に植栽を行

う際等に支障となるため、その処理に費用も必要となります。  

北海道森林管理局では、近年、各地で木質バイオマス発電所の建設が進

み、未利用材の需要が旺盛になっていることを踏まえ、資源の有効活用と

伐採後の再造林の低コスト化に向けて、未利用材の販売に取り組んでいま

す。  

令和２年度には、108 物件（73 千 m3）について、同局のホームページを

通じて、情報を公開し、入札を実施したところ、約４割に相当する 41 物件

（27 千 m3）が販売されました。  

同局では、今後も林地未利用材の利用拡大に向けて、引き続き、未利用

材の発生状況について情報発信に努めることとしています。  

   

 

 

・北海道千歳市
(ちとせし ) 
紋別 (もんべ
つ )国有林  

・販売された未
利用材のチッ
プ化と搬出の
様子  
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事例 22 公共建築物の木材利用促進に向けた特殊材の供給  

（中部森林管理局  木曽森林管理署）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林野庁では、公共建築物等の非住宅向けの木材利用の拡大に取り組んで

います。こうした建築物では、施主の要望によっては、特殊な寸法や品質

の素材（丸太）が必要となる場合がありますが、一般に流通量が少なく、

木材市場において、調達が困難な状況にあります。  

木曽森林管理署では、特殊な寸法や品質の丸太のニーズについて、建築

や木材関係の民間事業者から木材市場を通じて要望や相談を受け付けるこ

とで、民有林からの供給が難しい木材の供給に取り組んでおり、令和２年

度に５ｍや６ｍといった特殊な長さのヒノキ材を供給しました。その一部

は、地元木曽郡木曽町の役場庁舎の建築に使用されました。  

同署では、引き続き、大径材や長尺材等の特殊な木材の需要について木

材市場を通じ広く情報を収集し、地域のニーズに応えながら、需要に応じ

た供給に取り組むこととしています。  

 

 

 

 

・岐阜県中津川市 (なかつがわし ) 
木材市場  

・公共建築物向けに供給された
ヒノキ丸太の様子  

・長野県木曽郡 (きそぐん )木曽町
(きそまち ) 

・地域材を利用して建築された木
曽町役場庁舎  
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（２）国産材の安定供給体制の構築に向けた貢献 

林業・木材産業の成長産業化に向け、国産材の安定的で効率

的な供給体制の構築が重要な課題である中で、国有林野事業で

は、システム販売によって需要者への安定供給等に取り組んで

きたこれまでの実績を活用し、国有林と民有林が協調して木材

を出荷する「民有林と連携したシステム販売」の取組を拡げて

いくこととしています。また、民有林と連携して素材生産事業

の見通しをホームページに公表する取組も進めています。 

さらに、全国的なネットワークを持ち、木材を安定的に供給

している国有林野事業の特性を活用し、地域の木材需要が大き

く変動した際の木材の供給調整機能を発揮するため、民有林や

木材の加工・流通の関係者、有識者等からなる「国有林材供給調

整検討委員会」を各森林管理局及び本庁に設置し、地域の木材

価格や需要動向の的確な把握と対応に努めています。 

令和２年度には、新型コロナウイルス感染症による影響に対

して、検討委員会での意見を踏まえ、各森林管理局で立木販売

の公告延期等を地域の状況に応じて実施しています（トピック

ス２参照）。 

表－１９ 民有林と連携したシステム販売による木材供給量  

区 分 令和２年度 （参考）令和元年度 （参考）平成 30 年度 

協定者数（者） 33 31 32 

木材供給量（千 m3） 225.5＜0＞ 184.1＜5.9＞ 126.3＜4.1＞ 

 うち民有林材  16.3＜0＞  22.3＜2.5＞  23.0＜2.0＞ 

うち国有林材 209.1＜0＞ 161.8＜3.4＞ 103.3＜2.0＞ 

注：１ 木材供給量の〈〉は、立木販売量(R2：供給調整のため実績なし)を素材（丸太）

換算した推計量で内数。 

    ２ 計の不一致は四捨五入によるもの。   
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事例 23 民有林と連携した森林認証材の協調出荷  

（関東森林管理局  天竜森林管理署）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜松市では、平成 18 年度に策定した森林・林業ビジョンにおいて、天竜

材のブランド化により他地域との差別化等を図るため、森林認証の取得を

推進することを掲げました。同市の認証林面積は年々増加し、現在では民

有林の５割以上が認証を取得しています。市町村別認証取得面積は全国１

位、関係する森林所有者数は８千人に上ります。また、素材生産業者、製

材・木材加工業者等による CoC 認証※取得も 65 民間事業者に及び、全国で

最も認証材のサプライチェーンが構築されている地域のひとつとなってい

ます。  

 天竜森林管理署では、こうした地域における認証材の流通拡大等に協調

して取り組むため、浜松市と連携した形で、管内の国有林野においても森

林認証の取得を行い、令和２年度には、国有林野から約３千 m3 の認証材を

民有林材と協調して出荷しました。  

引き続き、地域の一員として、関係者と連携し、天竜材の需要拡大を通

じた林業の成長産業化に貢献していくこととしています。  

 

・静岡県浜松市 (はままつし ) 
石切 (いしきり )国有林  

・認証材の出荷の様子  




