
 

第２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するほか、

国有林モニター会議・現地視察を開催し、森林・林業、国有林野事業について、理解を深

めていただいているところです。 

 今回の国有林モニターの皆様へのアンケートでは、毎月お送りしている国有林モニター

通信での情報発信と国有林モニター会議・現地視察について、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情報発信等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 31 年２月８日～３月１日 

 依頼者数：70 名 

 回答者数：42 名 

 回収率 ：60％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆情報発信について 

 

問１ 毎月、国有林モニター通信として送付いたしました下記の資料について、良かっ

たもの（分かりやすい、面白い、発見があった等）に〇、悪かったもの（難しい、つ

まらない、役に立たない等）に×を記入してください。特に良くも悪くもない資料に

ついては空欄で結構です。（複数回答可） 

 

＜回答結果＞ 
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⑦資料「平成30年度関東森林管理局の重点

取組事項」

⑫冊子「平成29年度国有林野の管理経営に

関する基本計画の実施状況」

⑭冊子「しらべてみよう 森の探偵入門」 

⑪パンフレット「よみがえる緑」 

⑮パンフレット「保安林のしおり」 

④広報誌「赤谷の森だより」 

⑧冊子「国土を守る森のはなし」 

⑥冊子「森林が元気になれば・・・」 

⑤パンフレット「国民の森林 国有林」 

③広報誌「Forest 通信」 

①情報誌「林野」※特別号を除く 

②広報誌「関東の森林から」 

⑨冊子「知ってほしい森と木のこと」 

⑩情報誌「林野」特別号 

⑬冊子「木材みんなで使っちゃおう！」 

（人） 



 

 

問２ 問１で選んだものの中に、特に良かったもの、特に悪かったものがあれば、 番
号とその理由をお答えください。（複数回答可） 

 

＜主な理由やご意見等＞ 

【良かったもの】 

① 情報誌「林野」（※特別号を除く） 

・林野庁が取り組んでいる内容がとてもよくわかった。これからの最先端の技術に期

待したい。 

・内容がわかりやすく記載されており、毎回楽しく読ませていただいている。 

 

 ③ 広報誌「Forest 通信」 

  ・全体的にわかりやすく身近に感じられる内容が多かった。 

 

⑤ パンフレット「国民の森林 国有林」 

・国有林の機能、管理経営などがコンパクトにまとまっていて、国有林について総括

的に理解するのに役立った。 

 

⑦ 資料「平成 30年度関東森林管理局の重点取組事項」 

・詳しく内容が書かれている。 

 

⑨ 冊子「知ってほしい森と木のこと」 

・森と木について知らないことがたくさんあったので、色々知ることができて良かっ

た。 

 

⑩ 情報誌「林野」特別号 

・漫画、タッチが最高でわかりやすい。 

 

⑪ パンフレット「よみがえる緑」 

・煙害等で土まで失った荒廃地足尾、緑を取り戻そうとする人々の英知と努力が克明

に記されており、様々な困難にめげず自然と戦った人間ドラマがある。地域住民に

も少しずつ安全安心が戻り、森林（緑）の大切さを日本国中にアピールする一役に

もなっていると思う。小学生、中学生への道徳の読み物としても大いに活用できる

ものと思う。 

 



⑭ 冊子「しらべてみよう 森の探偵入門」 

・とても見やすく楽しかった。特に絵がわかりやすく、手書きの文字、温かい色合い

など、最後までわくわくできた。 

・森や林の何を見たらよいのか、どの様に調べるのかがコンパクトにまとまった冊子

だと思う。「森林の本シリーズ No.1」となっているので続刊も期待している。 

・自分も野帳を持ち歩くきっかけとなった。 

 

⑮ パンフレット「保安林のしおり」 

・イラストや漫画でとても見やすく、難しい内容をとても楽しく興味を持って読むこ

とができた。 

・学校の教材に使えるのではと思った。 

 

【悪かったもの】 

⑦ 資料「平成 30年度関東森林管理局の重点取組事項」 

  ・少し難しく感じた。 

 

⑮ パンフレット「保安林のしおり」 

・単体だけだと興味深いが、同じような内容の情報誌やパンフレットをもらっている

ので、かぶった内容もあった。 

・イラストが格好悪い。 

 

【その他】 

  ・「林野」特別号の「お山ん画」は、内容的にはよく分かるが、もっと丁寧にソフト

な表現にしてほしい。 

・森林に関する専門的な資料を送っていただき、私にとってはすべて新鮮な情報でと

ても参考になった。 
・漫画で説明されているものは子ども向けには良いが、大人にはかえって分かりにく

いように思う。 
・どれも読みにくかった。親しみやすく工夫すべき。 
・毎月どんな冊子がくるのか楽しみになっていた。自分の知らない世界だったのが、

新しい発見につながっている。 
・絵で見る森林・林業白書は、低年齢層の国有林啓蒙資料としてはとても分かりやす

い。 
・子ども用のパンフレットや冊子は、とても分かりやすくて良かった。図解、挿し絵

もあったので、読みたくなる気持ちになった。 
・地域とともにやること等の情報をもっと出してほしい。 



・冊子やパンフレットは、読む対象を考えて内容が書かれている。社会科の学習で子

ども達の教材に使えそうなものが多い。良い内容なので活用してほしい。 
 

問３ このような情報発信を受ける中で、国有林モニターになる前と比べ、国有林に

対するイメージは、変わりましたか、変わりませんでしたか。該当する方に〇を

つけ、変わった方はどのようにイメージが変わったのか、変わらなかった方はそ

の理由を記載してください。 

＜回答結果＞ 

 回答いただいた 42 人の方のうち、39人の方が情報発信を受けてイメージが変わったと回

答されました。 

 

 
 

＜主な理由＞ 

【イメージが変わった】 

 ・森林に興味があまりなかったが、国有林モニターになり、森林についてくわしく知る

ことができ、また林業の大切さが身近に感じられるようになった。木材の需要拡大・

利用が、とても大切だと思った。災害にも森林が関係していることがわかり、これか

らもいろいろ勉強したりする機会が増えたと思う。 

・国有林は林業の人たちに深く関わっているため、私たち市民とは無縁で遠い存在だと

思っていたが、花粉が出にくい品種を植える等、陰で私を支え守ってくれていると知

った。エコにも興味が出て、去年夏、エコ検定を取った。モニターになって良かった。 

 ・木に関するイベントが様々なところで開催していることを初めて知った。また行きた

くなった。 

 ・以前は自然が一番などと思っていたが、人の手できちんと整備され、手をかけられて

いるからこそ共存できる、美しい山林であるのだと知った。 

3

39

0 10 20 30 40 50

変わらない

変わった

（人） 



 ・国土を守る大切な森であるとわかった。国内産の木材を積極的に選び、林業に携わる

人を応援したいと思うようになった。 

 ・山歩きをして、鍵のある入口から入って歩いた覚えがあり、何故こんな囲まれた所を

行くのかと思った。今では、これがイノシシやシカなどから守るための金網の柵だと

理解できたし、人の足から木を、特に小さな苗などを守るためにすることともわかっ

た。 

 ・今までは知らない、興味がないという感じだったが、今では森林を身近に感じ、又、

そこで働く人々にも感謝の気持ちがわいた。 

 ・国有林についての見方、木材についての有用性、自然保護についての知識が著しく増

えた。マスコミ等で、国有林や国産材の使用などの内容が扱われると、積極的に見た

り読んだりするようになった。何しろ山歩きをする機会が俄然多くなった。印刷資料

はきちんと整理し、今後も使用していくつもりである。 

 

問４ 今後、お送りする資料や情報発信の手法について、ご意見・ご要望（送付して

ほしい資料の内容など）がございましたら、ご自由にお書きください。 

＜主なご意見・ご要望＞ 

 ・一年間を通じて、林業に携わった人たちの物語などを連載して頂ければ、毎回楽しみ

ができる。また、一年間を通じての林業の仕事を紹介してほしい。全国の林業の工場

見学、施設なども照会していただければ、旅行を兼ねて行けると思う。 

・木などがどのようにものになっていったりすることなど、地域再生などに関するもの

が必要と思われる。 

・冊子が何冊にも分かれているので、タウン誌のように１冊にできないものかと思う。

後で見たりするのに少し不便である。 

・写真が多く使われているのは嬉しく、理解する助けになる。 

・国立大学等で林野庁の取組をアピールしてほしい。 

・各地域である森林に関するイベントについて、取りまとめてある資料があると良い。 

・多くの媒体（紙）で国有林を紹介しているのに、モニターにならないと入手手段がわ

からなかった。広く使える手段を講じるべきと考える。 

・イベント情報等は、メールマガジン等の手法も検討してほしい。 

・全体、全面を見るには紙の方がいいし、IT が苦手、ハードがない等の人も考慮してほ

しいが、時代の流れでペーパーレスにする方がいいのだと思う。 

 ・国有林についての正しい知識を、小さいうちからしっかり理解させるよう、小中学生

向けの広報を考えてほしい。低年齢層には年齢にやさしいイラストや漫画をお願いし

たい。また、教育現場で核になる、小中学校の先生方の養成も必要ではないか。学校

宛にパンフレットや冊子を送っても開封すらしないこともある。中心となる先生方に、

ＰＲ、周知の徹底をして、波紋を広げていくべきである。 



◆国有林モニター会議・現地視察について 

 

問１ ９月 26 日に開催した国有林モニター会議・現地視察について、参加されなかった      

方は該当する理由に〇をつけてください。（複数回答可） 

※参加された方は、最下段の「参加した。」に〇をつけてください。 
 

＜回答結果＞ 

参加されなかった理由で最も多かったのは、「日程が合わなかった」（23人）でした。

次いで、「開催地が遠かった」（13 人）となりました。「視察内容（間伐による森林整

備、ニホンジカ食害対策、治山事業施工地）に興味がなかった」と回答された方は、い

ませんでした。 

 

 

 

問２ 次回の現地視察について、どのような内容を希望しますか。該当する内容に〇を

つけてください。（複数回答可） 
 

＜回答結果＞ 

 希望する内容で最も多かったのは、「観光資源としての国有林の活用」（23 人）でした。

次いで「製材工場、バイオマス発電所などの工場見学」（22 人）、「森林とのふれあい、

森林環境教育の推進」（20 人）となりました。 
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＜その他のご意見＞ 

・体験できることが少しあると良い。木を伐ってみる、木製品を作ってみる等。 

・植林の現状 

・国有林と国立公園の関係。 

 

問３ このほか、国有林モニター会議・現地視察について、ご意見・ご要望がござい 
ましたら、ご自由にお書きください。 

＜主なご意見・ご要望＞ 

・木造の公共建築物や公園をもっと見たい。観光資源、教育演習林や自然豊かな滝、川も

見たい。 

・どういう方がモニターをされているのか分かるともう少し参加しやすい。（高齢者だけ

の場などには参加しづらい。） 

・森林管理局内域が広いうえ、視察内容を考えると開催地選定に事務局の苦労を察する。

そのため、日程も窮屈になるのはやむを得ない。日程に余裕を持たせるなら、視察内容

を２つほどに絞り、意見交換会の時間をもう少し長くとり、資料説明に代えることもよ

いのではないでしょうか。日程を日帰りではなく、一泊二日とするのは無理なのでしょ

うか。 

・現地視察等、休日に開催していただけると参加しやすい。 

・上野や新宿集合のバスがあると良いと思う。 

・工場見学など、１ヶ所での勉強・視察があれば、参加しやすい。 

・木を掴んで伐りたおす車を操縦してみたい。 

・国有林モニターになり、現地視察に参加することによって、理解が深まり良かったと思

っている。 
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間伐などの森林整備や丸太の生産
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