
第１回国有林モニターアンケートの結果 

 

 国有林モニターの皆様には、毎月、広報誌やパンフレットなどの資料をお送りして、森

林・林業、国有林野事業について、情報を発信しているところです。 

 今回の国有林モニターの皆様へのアンケートでは、「平成 30 年度関東森林管理局の重点

取組事項」等について、幅広いご意見を伺いました。 

 いただいた貴重なご意見を今後の業務に活かしてまいります。 

 ご協力いただき誠にありがとうございました。 

 

○アンケート実施概要 

 実施期間：平成 30 年６月１日～６月 27 日 

 依頼者数：70 名 

 回答者数：54 名 

 回収率 ：77％ 

 

 

 

 

問１ 「平成 30 年度 関東森林管理局の重点取組事項」について、特に関心の高い事項

をお選びください。（最大３つまで） 

また、理解が難しくよく分からなかった事項についてもお選びください。（最大３

つまで） 

 

＜回答結果＞ 

   「特に関心が高い」との回答が最も多かったのは、「野生鳥獣被害対策の強化」（24

人）でした。次いで、「観光資源としての積極的活用」（21 人）、「主伐・再造林の推

進」（20人）となりました。 

   一方、「理解が難しくよく分からなかった」との回答が最も多かったのは、「民有林

との連携強化」（12人）でした。次いで、「需要者ニーズにマッチした林産物供給」（10

人）となりました。 

 

 

 

 

http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/press/kikaku/180514.html
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情報受発信

、森林環境教育の推進

①積極的活用
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③森林事務所の再開

②海岸防災林の復旧・再生

①森林整備の本格的な再開

の復旧・復興への貢献

③森林土ける木材利用の徹底

②災害発生有林への貢献

①害に強い山づくり

３ 緑化に向けた取組

②生物多全

①野生鳥獣の強化

２ 野生存に向けた取組

⑤人材育成・民有

④需要者供給

③民有林との連携強化

②林業の低コスト化

①主伐・再造林の推進

１ 林業の成長

特に関心が
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理解が難しい・

よく分からない

（人） 

１ 林業の成長産業化への貢献 

③民有林との連携強化 

①主伐・再造林の推進 

②林業の低コスト化の加速化 

④需要者ニーズにマッチした林産物供給 

⑤人材育成・民有林行政への支援 

２ 野生生物との共存に向けた取組 

①野生鳥獣被害対策の強化 

②生物多様性の保全 

３ 緑の国土強靭化に向けた取組 

①治山事業の推進による災害に強い山づくり 

②災害発生時における民有林への貢献 

③森林土木工事における木材利用の徹底 

４ 東日本大震災からの復旧・復興への貢献 

①森林整備の本格的な再開 

②海岸防災林の復旧・再生 

③森林事務所の再開 

５ 「国民の森林」としての管理経営 

①観光資源としての積極的活用 

②森林とのふれあい、森林環境教育の推進 

③双方向の情報受発信 



 

問２ 問１で選択した事項の理由やご意見等があれば、お聞かせください。（自由記載） 

 

＜主な理由やご意見等＞ 

【１ 林業の成長産業化への貢献】 

① 主伐・再造林の推進 

・森林は、存在することにより、心の潤い等の精神的効果や、山歩きによる健康増進

につながるファクターとして捉えがちであるが、本来その森林が存在するためには、

経済的に自立する必要があるわけで、重点取組事項の一番にある主伐・再造林の推

進（森林の多目的機能発揮）に託されていると感じた。特に将来にわたり森林（国

有林）があり続けるための「若返り」や「モザイク状森づくり」に期待する。【特に

関心が高い】 

・現在、国有林の 55％が高齢級であること、またスギ以外の樹種への転換をすすめ、

花粉症対策及び多様な森林に誘導されている話などが大変興味深かった。【特に関心

が高い】 

・「花粉の少ない森林づくり」について、花粉症対策をしていることをされているとは

全く知らなかったので驚いた。花粉症なのでとてもありがたい対策。【特に関心が高

い】 

 

② 林業の低コスト化の加速化 

・緑豊かな自然が好きという人も、林業という仕事になると肯定的な返事は多くない。

その一つに、産業として林業は重労働、危険、高いコストが要因にある。林業の低

コスト化に向けた技術の開発、導入、そして成果を民有林への普及に取り組むこと

で、林業への担い手も増え、日本の林業も活性化されるものと期待する。【特に関心

が高い】 

 

④ 需要者ニーズにマッチした林産物供給 

・アウトラインは理解できたが詳細は難しく、具体的な想像をすることが出来なかっ

た。【理解が難しい】 

 

⑤ 人材育成・民有林行政への支援 

・山菜採り等で周囲の山に入る事があるが、荒れ放題（民有林？）で森林整備等に関

する技術者育成が必要と思う。【特に関心が高い】 

・森をこれからの超高齢化社会に活用して欲しい。林業の課題解決に、是非民有林に

も技術的支援をお願いする。【特に関心が高い】 

 



・森林の大切さに気づき、それを守っていこうと思える人（とくに若い人）をいかに

増やせるかが大切と思う。つらい作業もあると思うが、まずは関心を持ってもらい、

ロボット等をうまく活用するための知恵を出せるように進めていくことが大切と思

う。【特に関心が高い】 

 

【２ 野生生物との共存】 

① 野生鳥獣被害対策の強化 

・シカ等の生息域が拡大していることは、山歩きをしていると感じる。捕獲事業とそ

の利用（シカ皮等又は食肉として）も併せて、森の恵みとしての事業を成り立たせ

ないと、継続的な事業にならないと思う。【特に関心が高い】 

・近年、野生鳥獣による被害が深刻となっており、自分の周りでも大きな問題となっ

ている。シカなどによる被害は、材としての価値が無くなるだけでなく、生産意欲

が低下し、林業衰退の要因となってしまうため、重要な対策である。【特に関心が高

い】 

・防護柵等の設置については、コストの面など大丈夫なのか？またシカの捕獲はその

後どう処分しているのか関心がある。【特に関心が高い・理解が難しい】 

 

② 生物多様性の保全 

・レッドデータの動植物についての周知が必要。身近な周知方法をくりかえすことで、

多くの人に知らせる（保護活動も含め）ことが必要。たとえばＮＨＫでオレオレ詐

欺の周知にスポットで取り組んでいるような周知の取組が必要なのでは。【特に関心

が高い】 

・外来種の駆除の実施でアカギやモクマオウはどんな木で（絵・写真があると・・・）

どのように問題なのか、繁殖力がすごいとか・・・。ちょっとだけ詳しくわかれば

と。【理解が難しい】 

【３ 緑の国土強靭化に向けた取組】 

① 治山事業の推進による災害に強い山づくり 

・「緑の国土強靱化に向けた取組」を読み、災害における対応も万全を期しているのが

素晴らしいと思った。関東森林管理局では皆が安心して生活できるように、あらゆ

る活動や取組をされているのだな・・・と初めて知った。【特に関心が高い】 

 

③ 森林土木工事における木材利用の徹底 

・山の恵みを山の傷みにあてるのは当然のことと考える。【特に関心が高い】 

・木材を余すところなく使う姿勢に好感が持てた。【特に関心が高い】 

 

 



【４ 東日本大震災からの復旧・復興への貢献】 

① 森林整備の本格的な再開 

・東日本大震災は、森林整備が大切な役割と、改めて理解することができた。人の手

によって様々な維持管理を行うことにより、不自然にならない自然さを保つことの

大変さなど関心がある。【特に関心が高い】 

 

【５ 「国民の森林」としての管理経営】 

 ① 観光資源としての積極的活用 

・取組予定のところに「奥久慈自然休養林」があり、内容が「歩道整備」となってい

る。お年寄りに利用してもらいたいのはまさにこの様な所。ゆっくりできるステキ

な休憩所を設置し、一日お年寄りが自由に過ごせる場所のひとつに、是非森林を役

立てて欲しいと思う。【特に関心が高い】 

・レクリエーションの森の中で知人がいくつか行ったことがあり、私もそうですが知

人もどこで整備しているのか初めて知った。【特に関心が高い】 

 

② 森林とのふれあい、森林環境教育の推進 

・木材の効用、必要性、国有林の問題、後継者問題など、国有林関係者のみでなく広

く国民（特に若い世代）に理解してもらうためには、もっとも手取り早い森林環境

教育はとても重要であると思う。【特に関心が高い】 

・森林とのふれあいは、子供の時から身近に感じる事で大人になっても後世に受け継

いで行く大切な基盤となるものだと思う。【特に関心が高い】 

 

【全体を通じて】 

・しっかりとした重点取組事項がまとめられていて感心した。また、とてもわかりや

すい。 
・取組は説明を読んで理解できるが、この対策に関する予算の説明も必要と思う。 
・どれもこれも重点取組事項として大切なものかと思うが、重点が多いように思う。

特に今後は、このうちどの項目に力点をおくか軽重をつけた方が良いと思う。 
 

 

問３ モニターとなる以前から国有林の存在について、ご存じでしたか。 

   当てはまるものをお選びください。 

 

＜回答結果＞ 

 回答いただいた 54 人の方のうち、44人の方がモニターとなる以前から国有林の存在につ

いてご存じでした。 



 

 

 

 

 

問４ 問３で「知っていた」と答えた方にお聞きします。ご存じだった理由についてお

聞かせください。 

 

＜主な理由＞ 

 ・所有地が国有林と接している。 

 ・登山の際に「国有林」と書いてある看板を見たことがある。 

 ・子どもの頃から○○営林署△△担当区など、大人が話していたことを耳にしていた。 

  （生活と国有林野が係わりを持っていた。） 

 ・なんとなく耳にした程度。境界線や地図があるわけではないので、どこが国有林でど

こが民有林かわからない。その違いは我々に直接影響が少ないため関心が低い。 

・身近に国有林があるため。だが、どこがどのように管理しているかは知らなかった。 

・テレビで聞いたことがある。 

・新聞報道で目にしたことがある。 

・高尾山に若い頃登った経験があり、周辺のセンターなどで話を聞く機会があった。 

・学校の活動やプライベートで国有林を利用することが多々あった。 

 

 

 

 

10

44

0 10 20 30 40 50

知らなかった

知っていた

(%) 

（人） 



問５ 森林の有する多面的機能について、モニターとなる前からご存じでしたか。また、

その機能について現実味がありイメージができますか。 

   機能ごとに、当てはまるものをお選びください。 

＜回答結果＞ 

知っていて、かつ現実味がありイメージができるとの回答の割合が最も高かったのは、

「山崩れなどの土砂災害を防止する機能」（70.4％）でした。次いで「木材、きのこ、

山菜など、林産物を生産する機能」と「心身の癒しや行楽の場としての保健・レクリエ

ーション機能」（66.7％）が同率となりました。また、知っていたが、現実味がなくイ

メージがしにくいとの回答の割合が最も高かったのは、「伝統文化や名所の景観・風致

の保全、学習・教育の場としての文化的機能」（44.4％）でした。次いで「気候の緩和、

大気の浄化等、快適環境を形成する機能」（40.7％）となりました。 
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問６ 我が国における森林・林業・木材産業の課題について、モニターとなる前からご 

存じでしたか。 

   課題ごとに、当てはまるものをお選びください。 

 

＜回答結果＞ 

 知っていたとの回答の割合が最も高かったのは、「重労働や山村の過疎・高齢化等によ

る林業の担い手の不足」（92.6％）でした。次いで「壮齢に達した大面積のスギ・ヒノキ

人工林の花粉がもたらす花粉症」（79.6％）、「輸入材との競合等、長期に渡る木材価格

の低迷等による林業の衰退」(77.8％)となりました。一方、知らなかったとの回答の割合

が最も高かったのは、「在来生物の駆逐等、外来生物による生態系のかく乱」（38.9％）

でした。 
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問７ 問６で挙げた課題以外に課題とお考えのものがあれば、ご記載ください。（自由

記載） 

 

＜主なご意見＞ 

・輸入材との競合については、小中学生の頃から関心を持っており、日本の林業にも東南

アジアの自然に対しても良くないと思っている。 

 

・松くい虫、ナラ枯れ等の病害虫被害とその防除。 

 

・森林、山は日本の伝統、文化とも密接に関わってきた側面があると思うが、そういった

ものの承継が少子高齢化の現代、課題となっていると思う。 

 

・子供の「“木育”」と称した、「木」に関係する「あらゆる教育」を施すことが最重要

課題の一つだと思う。例えば国語では木のつく漢字、理科では木≑植物の生態系における

ベースを支える土台の役割（ひいてはＣＯ２削減等・・・）。社会では自然災害との関

連や山、川、海（例「森は海の恋人・・・」等）の関係性、等々・・・。 

 

・山林を皆伐して太陽光発電所を造るのはいかがなものかと考える。 

 

・地球温暖化を防ぐための森林を増やすこと。 

 

・若い人達の価値観が変わってきたように思う（良い方に）。都会で給料の高い仕事につ

きたい一辺倒ではなくなった気がするので、高度成長とは違う豊かさを求めている人達

に森林の大切さを情報発信してほしい。 

 

・都市部で生活をしている人が多くなり、森林に対する親しみや知識、関心そのものが低

下していっていること。 

 

・人々に対して、森林、林業、木材に関わることが少ないしあまり認知されていない。子

供のころから森林に対して興味が持てるような教育・課外授業を増やしてほしい。 

 


