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７ その他国有林野の管理経営  
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７ その他国有林野の管理経営 

（１）人材の育成 

  「国民の森林
も り

」である国有林野の管理経営を始め、森林経営

管理制度を踏まえた民有林への指導やサポート等森林・林業施

策全体の推進に貢献する人材を育成するため、森林技術総合研

修所や各森林管理局においては、森林・林業に関する専門的か

つ幅広い知識や技術等について、地方公共団体職員等との職員

の合同研修等を実施しています。 

令和２年度には、低コストで効率的な伐採・採材・搬出や、

木材の流通・加工、民有林との連携等に関する実践的な知識及

び技術を習得させるための研修、森林総合監理士等の育成に資

する研修等を実施しました。 

また、継続してＯＪＴ※、地方公共団体等との人事交流に取

り組みました。 

 

表－２７ 国有林野事業における森林総合監理士の育成状況 

 

  

区  分  人  数  

令和２年度の国有林野事業職員の合格者数   24 名     

（参考）これまでの累計合格者数  261 名     
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事例 28  森林施業における生物多様性の保全に関する研修  

（森林技術総合研修所）  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

国有林野事業では、原生的な天然林や希少な野生生物の生育・生息地を

保全するだけでなく、全ての森林施業においても、生物多様性の保全に配

慮した取組を推進することとしています。  

森林技術総合研修所では、令和２年度に林野庁職員及び都道府県職員を

対象として、森林・林業行政において生物多様性の保全に配慮した森林施

業について的確に指導できる者の育成を目的とした研修を新型コロナウイ

ルス感染症対策にも十分注意しつつ実施しました。  

研修では、生物多様性の保全の基礎的な知識や現状と課題、生物多様性

国家戦略、ニホンジカの管理、希少種の保全、生物多様性保全に配慮した

森林管理と森林施業の方法等について講義を実施しました。  

また、約 100ha の区域において、森林調査簿（施業記録）のデータや図

面を基に林内踏査や遠望調査等を行い、天然林の箇所だけでなく人工林に

おいても生物多様性を確保するための施業方針を作成する実務的なグルー

プ演習を行いました。  

今後とも、研修を継続的に実施し、生物多様性の保全に配慮した森林の

管理と施業の方法について、現場に定着させるための指導者の育成に取り

組むこととしています。  

 

・東京都八王子市  
(はちおうじし ) 

・施業方針を作成する演
習の様子  
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（２）地域振興への寄与 

国有林野は、国民共通の財産であると同時に、それぞれの地

域における資源でもあることから、森林管理局・署等という地

域に密着した体制で国有林野の管理経営を行う上で、地域振興

への寄与は国有林野事業の重要な使命です。 

そのため、林産物の安定供給（73 ページ参照）、事業の民間

委託や技術指導等による林業事業体・人材の育成（35、39 ペー

ジ参照）、野生鳥獣への対策（61 ページ参照）、国有林野の貸

付けや売払い、共用林野の設定（81 ページ参照）、森林空間の

総合利用（83 ページ参照）、民有林と連携した森林施業等の推

進（37 ページ参照）や山地災害の防止（19 ページ参照）等を

通じて、林業・木材産業を始めとする地域産業の振興、住民の

福祉や安全の向上、美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承

等に貢献しています。 
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事例 29 アイヌ施策推進法に基づく共用林野設定  

（北海道森林管理局  日高南部森林管理署）  

 

 

 

アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その

誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、平成 31 年

４月に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の

推進に関する法律」が制定され、アイヌ施策の総合的かつ継続的な実施

のための支援措置が設けられました。  

国有林野においては、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その

他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取について共用林

野を設定し、アイヌの人々が共同して採取する権利を取得できるように

なりました。  

アイヌの祭具である「イナウ」の材料となるヤナギは、これまで町有

林や河川敷で採取されてきましたが、資源が少なくなっていたことか

ら、令和２年７月 12 日、日高南部森林管理署は新ひだか町との間で共

用林野の契約締結を行い、新ひだか町の国有林野約 1,069ha において、

ヤナギの枝を年間で 600 本採取できることとしました。これにより、祭

具の材料を国有林野から安定的に採取できることが期待されます。  

引き続き、アイヌ文化の振興等に寄与するため、共用林野制度の活用

を含めた国有林野の活用支援等を行います。  

・北海道日高郡 (ひだかぐん )新ひだか町 (しんひだかちょう ) 
日高南部森林管理署  

・（左）新ひだか町と日高南部森林管理署との契約締結の様子  
（右）イナウ（アイヌの祭具）と材料となるヤナギ  
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事例 30  戦後の国土緑化を支えた林業遺産の管理  

（関東森林管理局   

福島森林管理署）  

 

 

 

 

 

 

 

我が国の林業は、それぞれの地域で自然環境や社会条件等に応じ、多様

な発展を遂げており、一般社団法人日本森林学会では、林業発展の歴史を

示す施設、跡地等を林業遺産として認定しています。  

国有林野においても、その長い歴史の中で様々な施設等が残されてお

り、それぞれの地域の産業の発展を示す貴重な資料であることから、林野

庁では、林業遺産の登録に積極的に協力しています。令和２年度末現在

で、15 件の林業遺産が国有林野内で登録されています。  

福島森林管理署では、福島市内の国有林野にある湯野風穴について、

「湯野風穴種子貯蔵施設遺構」として福島県内初の林業遺産の認定を受

け、令和２年度に施設の案内看板等風穴内へ入場制限を行いつつ安全に見

学等が行えるよう整備を行いました。  

風穴は、風の流れがある山腹に開いた穴であり、夏に冷風が吹くこと等

から古くから様々な用途で低温貯蔵に用いられてきており、林業関係でも

種子の貯蔵に用いられてきました。湯野風穴は、戦後の国土緑化に向けた

苗木の増産に必要な種子の貯蔵等に貢献してきましたが、電気冷蔵庫の普

及により、その役割を終えました。多くの風穴施設は天井が木製ですが、

湯野風穴は天井まで石積みであり、かつ完全な形で現存していることが評

価されています。  

 同署では、安全等に配慮しながら、林業の歴史を伝えていく施設として

引き続き管理していくこととしています。  

・福島県福島市 (ふくしまし )  
大舟 (おおふね )国有林  

・湯野風穴種子貯蔵施設遺
構 (ゆのふうけつしゅしち
ょぞうしせついこう ) 
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（３）東日本大震災からの復旧・復興への貢献 

東日本大震災の発生から令和３年３月で 10年が経過しまし

た。復旧・復興に当たって、国有林野事業では、地域に密着し

た国の出先機関として、復興に必要な国有林野の活用等地域の

期待に応えた取組を行ってきました。 

被災した海岸防災林の復旧・再生については、学識経験者か

らの意見も踏まえて、生物多様性の保全にも配慮しながら取り

組んでいます。樹木の生育基盤の造成に当たっては、安全性が

確認された災害廃棄物由来の再生資材も盛土材として積極的

に活用し、その後の植栽については、企業やＮＰＯ等の協力も

得ながら取り組みました。 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物

質による森林等の汚染への対応については、関係機関と協力し

ながら、市町村からの要望等に基づき、生活圏周辺の国有林野

の除染に取り組むとともに、福島県内の国有林野をフィールド

として林業再生のための実証事業に取り組みました。また、国

有林野事業として森林整備等の管理経営を推進することで、森

林・林業の再生を始めとする地域の復興に貢献しています。 
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コラム４  東日本大震災からの復興で果たす国有林野

の役割  
 

①  東日本大震災から 10 年間の国有林野の取組  

平成 23 年３月に発生した東日本大震災からの復興に当たって、森林

管理局や森林管理署等では、地域に密着した国の出先機関として地域の

期待に応えるため、10 年にわたり様々な取組を行ってきました。  

 

②  被害を受けた海岸防災林の復旧・再生  

林野庁では、津波や潮害、飛砂及び風害といった、災害の防止や軽減

を図る上で重要な役割を果たす被災した海岸防災林の復旧・再生に当た

っては、林帯幅の確保や生育基盤盛土の造成等による機能の向上を図る

とともに、地域の生態系保全の必要性に応じた再生方法等を考慮しなが

ら復旧に取り組んできているところです。  

具体的には、海岸のがれきの撤去後、平成 24 年度から生育基盤造成

を実施し、完了した箇所から順次クロマツ等の植栽を進めてきました。

令和３年３月末において、被災した海岸防災林のうち、国有林野と県か

ら要請のあった民有林と合わせた約 58km のうち約 57km で復旧事業が

完了しました。  

 

 

 

・宮城県岩沼市 (いわぬまし )  下野郷字須賀原林 (しものごうあざすがはらばやし )
国有林  

・左  平成 25 年度植樹直後の海岸防災林の様子  
右  令和２年度の海岸防災林の様子  
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また、その際、国有林野では、平成 24 年度から、海岸防災林の復旧

事業地のうち、生育基盤の造成が完了した箇所の一部において、公募に

よる協定方式を活用して、ＮＰＯや企業等の民間団体の協力も得ながら

植栽や保育作業を行ってきました。令和２年度までに、宮城県仙台市

内、名取市内、東松島市内及び福島県相馬市内の国有林野約 33ha にお

いて延べ 98 の民間団体と協定を締結しており、植栽等の森林整備活動

を実施しています。  

 

③  原子力災害からの林業再生  

東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響に対して、林野庁ではこ

の 10 年間、放射線モニタリングを行うとともに、福島県内 11 市町村に

加え、茨城県及び群馬県内の２市において、生活圏周辺の国有林野計約

29ha について森林除染を実施しました。また、地方公共団体等からの

要請に応じ、除染作業に伴って発生した汚染土壌の仮置場用地として約

67ha の国有林野の無償貸付け等を行っています (令和３年４月１日現

在)。  

また、福島県相双地域の避難指示解除区域における林業再生に向け、

同区域の国有林野において、森林整備、木材生産、林道の維持修繕・改

良を平成 30 年度から本格的に再開しており、今後も適切な森林整備に

取り組んでいきます。  

 

 

・宮城県仙台市 (せんだいし )  
 北山 (きたやま )国有林  
・ボランティアによる植栽の様子  

・福島県南相馬市 (みなみそうまし )内
の国有林  

・仮置場における汚染土壌等集積作業
の様子  
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（４）関係機関等との連携の推進 

国有林野事業の推進に当たっては、これまで職員団体との共

通の認識に立って取組を円滑に進めるとともに、関係行政機関

等との連携に努めてきたところです。一般会計の下での管理経

営においても、引き続き、様々な森林・林業・木材産業関係者

等との情報共有を図り、相互の理解と協力の下、連携した取組

を推進するよう努めています。




