
 

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、「令和２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：令和２年５月 12日～６月５日 

 依頼者数：72 名 

 回答者数：66 名 

 回収率 ：92％ 

 

 

 

 

問１ 「令和２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、「林業の低コスト化・省力化」と

「野生鳥獣被害対策の強化」（各 20人）でした。次いで、「森林とのふれあい、森林環

境教育の推進」（19 人）、「森林生態系の保護・管理等の取組」（18 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、「林業イ

ノベーションの推進」（21 人）でした。次いで、「林業の低コスト化・省力化」（13 人）、

「市町村等への技術支援」（11 人）となりました。 
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④令和元年台風第15号及び第19号への対応

②生物多様性の復元と持続的な地域づく

りに向けた取組

１ 林業の成長産業化への貢献 

⑥国有林材の安定供給 

①計画的な森林整備の推進 

②林業の低コスト化・省力化 

⑤民有林と連携した森林整備・木材供給 

２ 生物多様性の保全 

①野生鳥獣被害対策の強化 

②森林生態系の保護・管理等の取組 

３ 緑の国土強靭化に向けた取組 

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興・創生への貢献 

①森林・林業の再生に向けた総合的な取組 

②海岸防災林の復旧・再生 

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 

③森林とのふれあい、森林環境教育の推進 

④双方向の情報受発信 

（人） 

④市町村等への技術支援 

①治山事業の推進による災害に強い森林 
づくり 



 

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 計画的な森林整備の推進 

・森林整備は 50 年単位の事業なので、将来の見通しに基づき確実に予算を確保して推

進することが大切。木材価格の低下、従業者の減少など、マイナス要因が多いため、

なおさら計画的整備が必要。【特に関心が高い】 

・「森林がモザイク状に配置」とあるが、同じ種類の木々がまとまっている方が、管理

上も動物等の自然上も良いような気がする。なぜモザイク状を目指すのかが分から

なかった。【理解が難しい】 

・専門分野すぎて理解は難しかった。徐々に勉強していきたいと思う。【理解が難しい】 

・人工林の構成が高齢化していることから、未来の子供達が森林の恩恵を受けながら、

安心安全で豊かな暮らしを実現できるか心配である。継続した普及啓発により、木

材利用の促進を更に推し進め、再造林が増えることを願っている。【特に関心が高い】 

 

② 林業の低コスト化・省力化 

・少子高齢化の中、つらい仕事をする人はどんどん減ってきていると思う。今回のコ

ロナ等の対策により、また国は膨大な借金を抱えた。高齢化の医療費の増。その中

で林業の低コスト化、省力化は必ず必要な部分である。【特に関心が高い】 

・省力化と安全性の向上は、林業を継続させるためにとても大切なことと考える。【特

に関心が高い】 

・実際の作業を見学したわけではないし、ましてや実際に作業したわけではないので、

説明されても実感がわかない。【理解が難しい】 

・「花粉の少ない森林づくり」がされていることを初めて知った。私もまた周囲にも花

粉症の人は多いので、今後も進めていってほしいと思った。【特に関心が高い】 

 

③ 林業イノベーションの推進 

・無人航空機での調査等、ICT 活用で安全性が高く効率の良い林業が進められているこ

とを知り、早朝からの重労働で人材の確保が難しい林業に、将来の希望が持てた。

女性活躍も併せ、広く若い層の人、小・中学生に PR してほしい（体験の場など）。【特

に関心が高い】 

・ドローンを使った空中写真から正確な測定ができ、作業の効率化が図られる点や、

より立体的に画像処理をして、地形の変化を捉えることができれば、危険を事前に

察知して作業に活かすことができると思う。【特に関心が高い】 



・自然に関わることはドローン等の機械よりも人間の手で扱った方が良いと思う。【理 

解が難しい】 

・低コストでシカ防除対策は良いと思うが、どこまで細かく管理しているのか気にな

る。タマネギのポリネットなどはボロボロになったら土に還らず、マイクロプラス

チックとなってしまうのではないか？【理解が難しい】 

 

④ 市町村等への技術支援 

 ・地域の森林整備や林業振興は、市町村の自主自立の気構えと取組が必須と考える。【特

に関心が高い】 

 

⑤ 民有林と連携した森林整備・木材供給 

・民有林との共同、協力は進めてほしい。【特に関心が高い】 

 

⑥ 国有林材の安定供給 

・田、畑の減反政策と同じで、林業（農家）への補助金を!！もう少し「山に手を入れ」

自然を守り、温暖化の防止へ!！外国産木材の抑制と国内産の拡大を。比べて高い分

は国策として負担して、軌道に乗るまで日本の林業を育てることが必要。【特に関心

が高い】 

・国有林材の安定供給システム販売の推進について、夫が建築関係をしているので身

近ですごくありがたいと実感している。【特に関心が高い】 

 

＜２ 生物多様性の保全＞ 

① 野生鳥獣被害対策の強化 

・シカによる食害がこんなにも深刻化しているとは知らなかった。これまでは「かわ

いそう」という視点から見ることが多かった野生生物の駆除だが、森を守るために

は必要なことなのだ、と思うようになった。森が豊かになり、多様な動植物がこれ

からも生き残っていって欲しいと心から願っている。【特に関心が高い】 

・猟友会では高齢化や後継者不足が問題となっているため、協力関係をもっと強化し

て、猟友会への援助を行っても良いかと感じた。【特に関心が高い】 

・シカ以外のことも書いてほしかった。【特に関心が高い】 

・野生鳥獣による被害を、できるだけ減らしていくということは重要だと思う。一方

で動物愛護の考えも大切であると思うのでバランスをどう取っていくべきか、とい

う課題もあると思う。【特に関心が高い】 

 

② 森林生態系の保護・管理等の取組 

・AI や革新的な技術に支えられた都会と、一方に緑あふれる豊かな自然が存在する日



本。その片方を守り育てている林野庁の活動を、心より応援したいと思う。【特に関

心が高い】 

 

＜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森林づくり 

・現在の異常気象や災害を目の当たりにすれば、やはり日本の林野での災害対策は気

になる項目である。災害に強い林野の保全維持のための取組み、災害後の対応、そ

の後の経過状況等は見入ってしまう。先人達が残してくれた美しい日本の国土を、

私利私欲のために破壊することなく、後世の人々に引き継ぐことの意義、その技、

そしてそのための地味ではあるが、手間暇かけた確かな取組。これらがもっともっ

と日本国民の目に触れ、関心を強めるよう、皆様の発信力、啓発力に期待する。【特

に関心が高い】 

・山を歩いていると、特に昨年の台風の影響なのか、土砂の流出、崩壊、流木、流石

があり、とても残念に思った。これらが大きくなると人の命や財産を奪うことにも

なるので、復旧とともに予防が大切であると思った。【特に関心が高い】 

・計画的に災害に強い森林づくりを行ってほしい。【特に関心が高い】 

 

② 災害発生時における民有林への貢献 

・地球温暖化による自然災害の増加が懸念されている。土砂災害防止法、急傾斜地法

など法規制があるが、いまだに次から次へと住家や人命被害が起きている。国有林

内の治山対策、民有林内の治山対策等、更に強力に進めていただきたい。【特に関心

が高い】 

・近年、各種災害が多発しており、災害の予防、復旧復興に関心がある。【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 

・「①治山事業の推進による災害に強い森林づくり」に掲載されていたモルタル・コン

クリート製の法枠工による山腹工は、痛々しさが残るだけで景観的にいただけない。

それに返し、木製の丸太防風柵工は、周囲の景観ともマッチしそうで好感が持てた。

【特に関心が高い】 

・木材利用の徹底は大変良いことと思うが、耐用年数や強度など課題も多いと思う。

どんな用途で一般の人や他の行政機関で活用できるか、例を示してもらえるとあり

がたいと思った。【理解が難しい】 

・防風柵工や法面保護工に使用されている木材が時間とともに腐ることはないのでし

ょうか？【理解が難しい】 

 



 

＜４ 東日本大震災からの復興・創生への貢献＞ 

① 森林・林業の再生に向けた総合的な取組 

・山でのきのこの採取が禁止されるなど、東京電力原発事故による放射性物質拡散の

影響はまだ続いている。子どもの頃、地域の山の中で自由に楽しく遊べたように、

今の子ども達が山で安全に過ごせるよう、山々の状況、情報等をフィードバックし

ていくのが大切と考える。【特に関心が高い】 

 

② 海岸防災林の復旧・再生 

・居住地は海に近いが、海と市街地の間に一部しか海岸防災林がない。海岸防災林が

あると、大分災害に対して効果があると思う。【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 

・フェトンチッドの身体、精神への効果が証明され、森林浴は今後大きな観光資源に

なると思う。多言語看板の設置も始まっているようだが、多言語のインストラクタ

ーの養成も必要なのだと思う。インバウンドでも食べる、観る、から体験する→体

や心に良い、に移行するのは必然。コロナ後のインバウンドも林業で真剣に考える

べきかと思う。【特に関心が高い】 

・観光資源として森林を整備して認定するのはとてもステキでおもしろいと思う。も

っと知りたい。【特に関心が高い】 

・こうしたスポットも旅の目的地にして、身近に感じられたらと思った。【特に関心が

高い】 

 

② 生物多様性の復元と持続的な地域づくりに向けた取組 

・日頃、人工林の必要性は理解しているが、自然林の素晴らしさを実感している。生

物多様性の復元、維持とともに、森林の多様性もまた望むところである。一方で、

林業従事者の方々の日々の取組み無くして、豊かな森林を維持していくことは難し

いと思っており、林業という職業で生活が成り立つしくみが必須と考えている。【特

に関心が高い】 

・自然との共生、持続可能な地域づくりの芽は、森林環境教育等によるふれあい活動

によって育つと考える。子どもたちとのふれあいやプロジェクトリーダー育成強化

など、各地でこれらの気運が生まれることを望む。【特に関心が高い】 

・赤谷プロジェクトの取組は全国に展開して頂きたい。【特に関心が高い】 

 

 



③ 森林とのふれあい、森林環境教育の推進 

・森林はまさに国民の財産であり、特に世界一級の森林国として、その価値を広く正

しく国民に理解してもらい、様々な面で関わりを促すような取組が必要であると感

じる。【特に関心が高い】 

・「ふれあい・森林環境教育活動」「森林教室」などに参加したい。このような体験活

動は、中学生や高校生向けのものが見受けられないが、我が家の娘達はこのような

活動に大変興味があり、是非とも参加をしたいと思っている。子どもの教育上、森

林教育はとても良いと思っている。【特に関心が高い】 

・森林とのふれあい、森林環境教育の推進での子ども達へのイベント等、もっともっ

と広げて将来の担い手を広げると良いと思う。【特に関心が高い】 

・現在の「環境教育」は意識が高い系というか、元々理解のある人が来ている気がす

る。小学校で多少深く学べたら良いですね。森の国なんだし。また「バイト先とし

て林業」みたいなのは危険すぎて無理ですか?学生のバイト先としてメジャーになっ

たらいいのかな、など思った。【理解が難しい】 

 

④ 双方向の情報受発信 

・広大な日本中の林地等を、これからも国民の安心、安全な生存（生活）の源として

いくためには、もっと多くの人と機会を、足元の山林に目を向ける必要を感じる。【特

に関心が高い】 

 

＜その他＞ 

・材によって特性が違うことや、ただ育ったものでなく、人が手をかけて森林や木材

が維持・活用されていることを初めて知った。 
・様々な取組がなされていることに驚いた。 

・横文字が多く理解しづらい。 
・カラフルで写真、図が豊富であるので良いが、一枚一枚の情報量が多すぎて初心者

には難しかった。 
・一貫作業システムや安定供給システムなど、「システム」とつくと難しく感じてしま

った。 
・国有林のマップを見て、山がちなところでも意外と国有林ではないのだな、と思っ

た。このマップは見ていてとても面白かった。 

・よくできたレポートでわかりやすかった。 
・自然と相対する林業、国土を形作っていると言える林業であるので、実際携わって

いる方々の生活にも興味がわいた。民間と国との関係性も知りたいと感じた。 

 

 



問３ 国有林モニターに関心を持たれる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 66 人の方のうち、56人の方が国有林モニターに関心を持たれる前から国

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＞ 

・旅先で看板を目にした。 

 ・国有林でのイベントに子どもと参加したことがある。 

・以前住んでいた村には、国有林の看板があったし、営林署があった。そして住所にさ

え、国有林内・・・というのがあった。「あれは営林署の山だ」などという話を、若

かった頃よく聞いた。 

・テレビや新聞などで見聞きしたことがあり、自然環境としての林や森、植物や野鳥な

どに興味があるので記憶に残っている。 

・大学の授業で学習した。私自身、将来森林に関係する仕事に従事したいため、本を読

んで学習した。 

・身近に山が多く、林がどこで管理されているか興味があり、調べたことがあるので知

っていた。 

10
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 ・私の住んでいる地区に、水源林と国有林がある。水源を守りきれいな水を供給する「干

害防備保安林」にも指定されている。東日本大震災時、沢山の市民の方々が“水”を

求めて集まった。大変助かった思い出がある。このような経験より、「国有林」は身

近に感じている。 

・高尾山や上高地などで看板を目にしたため。苗場や湯沢、ニセコなどのスキー場でも

案内を目にしたことが印象に残っている。 

・友人に材木店を経営している人がいるので、輸入材、国産材などの需要と供給の関係

について、話を機会がよくあるため、国有林について強く関心がある。 

・火事などのニュースで国有林があるということだけは知っている。 

・霞ヶ関こども見学デーにて、林野庁のブースで知った。 

・子どもの頃から、実父の実家は山間地で木々に囲まれていた。その頃から森林につい

て関心があったが、居住地でスギの間伐や環境保全の NPO の職員になってから、国有

林について関心が高まった。 

・所有する民有林に隣接して国有林があるため。 

・授業で習った。また、林野庁の方のお話を聞いたり、県庁のインターンシップで耳に

したりした。 

・知人が SNS で情報を書いたりシェアしていた。 

・森林インストラクターとして、森林、林業に関わる各種活動を行っており、国有林に

関することを一般参加者に伝えたり、自身も森林ボランティアとして国有林の保育、

管理に対するお手伝いをしている。 

 


