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令和２年度
静岡県における国有林野事業の

重点取組事項
～公益重視の管理経営と林業の成長産業化への貢献～

５胴式タワーヤーダーによる架線集材作業
（生産性向上現地検討会：天竜署）

ホーキ薙（川根本町）における
復旧治山工事（大井川治山センター）

富士山大日沢（小山町）における
復旧治山工事（静岡署）

民有林関係者へのニホンジカ対策の指導
（くくりわな設置の実演と設置体験：伊豆署）



静岡県内の国有林

○ 静岡県は気候が温暖で雨量が多いことから樹木の生長が良好であり、
古くから美林の多いところと言われています。県土面積のおよそ３分の
２の約５０万haが森林で覆われており、そのうち、約２割に相当する約
９万haが国有林です。

○ 県内の国有林は、天竜川、大井川、安倍川、狩野川の各上流域や富士
山、浜名湖周辺などに広がり、その多くは地形の急峻な奥地の山々や河
川の源流域に分布しています。
また、世界遺産登録された富士山や南アルプス南部光岳森林生態系保護

地域など貴重な森林生態系を有しています。

○ 県内の国有林は、静岡、天竜、伊豆の３森林管理署で管理していま
す。管理の方針として重点的に取り組んでいる事項は次のとおりです。
・ 国土の保全、地球温暖化の防止及び生物多様性の保全など公益重視

の管理経営の推進（森林整備・治山事業の計画的かつ効率的な実施、
原生的な森林生態系の保護・管理など）

・ 林業の成長産業化に貢献するため、効率的な施業方法の実践と民有
林への普及、民有林と連携した森林整備、木材の安定供給等を推進

・ 「国民の森林」として、森林とのふれあいの場の提供などを推進

○ 大井川治山センターでは、大井川源流域の民有林の大規模な崩壊地の
復旧を国の直轄事業で行っています。
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令和２年度 静岡県内における国有林野事業の重点取組事項

２ 生物多様性の保全

① 野生鳥獣被害対策の推進（P９）
シカ等の野生鳥獣の生息域が拡大し、食害等が深刻化していることから、地域と連携しながら、捕獲を含む総合的

な対策を実施します。

② 森林生態系の保護・管理等の取組（P１０）
貴重な原生林等の維持保全を進めます。

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（P３）
国土の保全、水源の涵養、林産物の供給など、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう森林整備を計画

的に推進します。

② 林業の低コスト化・省力化（P４）
林業の成長産業化に資するため、林業の低コスト化・省力化や、ICT機器を活用した業務の効率化に取り組みます。

③ 「意欲と能力のある林業経営者」の育成（P５～６）
平成３１年４月からスタートした森林経営管理制度における「意欲と能力のある林業経営者」の育成を推進します。

④ 民有林との一体的な森林整備の推進（P７）
地域における施業の集約化や森林の公益的機能の維持増進のため、国有林と隣接する民有林との一体的な路網

整備等を図り間伐等を推進します。

⑤ 需要者ニーズにマッチした林産物の安定供給（P８）
地域の需給動向や需要者ニーズを的確に把握しながら、林産物を安定的・計画的に供給します。

４ 「国民の森林」としての管理経営

① 「レクリエーションの森」を観光資源として活用した地域への貢献（P１４）
政府一丸、官民あげて観光先進立国の実現に向けた取組が行われる中、国有林を山村地域の観光資源
として積極的に活用していきます。

② 森林とのふれあいの場、森林環境教育の場の提供（P１５）
ボランティア団体や子供達が森林とふれあえる場の提供を進めます。

③ 双方向の情報受発信（P１５）
開かれた「国民の森林」としての管理経営を一層推進するため、双方向の情報受発信に取り組んでいきます。

３ 緑の国土強靱化に向けた取組

① 治山対策の推進（P１１～１２）

土砂の流出・崩壊、落石、飛砂、流木などの災害から国民の生命・財産を守る治山事業を３３箇所において実施します。

② 災害発生時における民有林への貢献（P１３）
大規模な山地災害等が発生した際には、必要により山地災害対策の技術・経験を有する職員の派遣等を実施します。

③ 森林土木工事における木材利用の徹底（P１３）
林道工事や治山工事において、木材利用による地球温暖化の防止等の取組を推進します。
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① 計画的な森林整備の推進

• 静岡県内の国有林は、利用期を迎えた５０年生以上の人工林面積が５割を超えており、
充実した森林資源を循環利用していくため、人工林の主伐・再造林（森林の若返り）を
計画的に進めます。

• 静岡の４計画区において、５年ごとに１０年を一期とする地域別の森林計画、５年ごと
に５年を一期とする地域管理経営計画を樹立。計画の策定にあたっては、地域の皆様か
らご意見・ご要望をいただきながら策定を進めます。

• 自然条件等を踏まえ、広葉樹林化など多様な森林づくりを進めます。

渓畔に植樹されたケヤキ

【事例：モザイク状の伐採、渓畔林の育成等】

１ 林業の成長産業化への貢献

静岡署の富士山国有林では、約500ヘクタールのヒノキ人工林が伐採適期を迎えることから、次世代の森林
の多様性を高めるため、林齢の異なる人工林への誘導や広葉樹の導入などを計画的に進めます。
・ 主伐・再造林をモザイク状に実施
・ 生物多様性保全のため、ヒノキの伐採後は現地固有の広葉樹に樹種転換し、渓畔林を育成

富士計画区意見交換会

今年度計画の策定作業を進める富士
森林計画区では、本年２月に意見交
換会を実施し、54名が参加。
（地方自治体及び一般参加36名、
静岡署17名、関東森林管理局１名）

３

注：齢級（人工林）は、林齢を５年の幅でくくった単位。苗木を植栽した年を１年生として、1～5年生
を「１齢級」と数える。
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② 林業の低コスト化・省力化

• 森林整備に当たっては、高性能林業機械を活用して伐採から造林までの作業を連続して

行う「一貫作業システム」を推進します。

• 再造林にあたっては、花粉症対策苗木を積極的に使用。

• 高効率で生産性が高く、労働安全性が高い「列状間伐」やコンテナ苗の導入、下刈の省

力化など林業の低コスト化・省力化に向けた技術を積極的に導入します。

【一貫作業システム】

・ 従来は個別に行っていた伐採から植栽までの一連の工程を一つの契約とすることにより、木材の
伐採や搬出に使用する林業機械を植栽前の地拵えや苗木の運搬等に活用し、造林事業の省力化・効
率化につなげます。

・ また、２年間の契約とすることやコンテナ苗を使用することにより、伐採時期、植栽時期の自由
度を高めています。

【効率的な施業方法の採用
（列状間伐やコンテナ苗、初期成長に優れた苗）】

【列状間伐のメリット】
・ 伐採時にかかり木になりにくく安全性、作業効率が向上
・ 伐採木を搬出しやすい
・ 伐採木の選木が機械的で容易

【花粉症対策苗木】

【コンテナ苗のメリット（裸苗に比べ）】
・ 植え穴が小さく、植付け作業が容易で効率的
・ 植栽可能な期間が長い
・ 苗木生産者の作業の効率化
・ 労働負荷の軽減

【初期成長に優れた苗のメリット】
・ 下刈の回数減による省力化
・ 保育コストの削減

コンテナ苗

令和２年度一貫作業システム予定

森林管理署
発注
件数

実施箇所

静 岡 １ 粟倉地区・大淵地区

伊 豆 １ 吉奈地区

・令和元年度の国有林内のスギ植栽本
数は約３万本。そのすべてが、花粉症
対策苗木となるなど、少花粉苗木を積
極的に使用しています。

今後も、種苗生産者が安心して花粉
症対策苗木の生産拡大に取り組めるよ
う、需要見通しを積極的に提供してい
きます。

少花粉苗木

４



【生産工程の分析を全契約で実施】

・ 平成３０年度から、発注する全ての製品(丸太)生産事業において生産性の集計・分析を契約内容に
追加し、請負事業体の生産性向上に向けた改善策を検討する取組を実施しています。

また、作業工程毎の時間数及び材積を作業日報として記録し分析を行う「日報分析支援ツール」を
活用し、作業システムの改善、生産性の向上を図ります。

令和２年度製品生産事業予定

森林管理署 件数 実施箇所

静 岡 ６ 上井出地区、北山地区、粟倉地区、桑木地区、大代第１・第２地区

天 竜 ４ 三ヶ日地区、瀬尻地区、京丸地区、掛川・森地区

伊 豆 ３ 棚場山地区、梨本地区、池代地区

③ 「意欲と能力のある林業経営者」の育成

• 経営管理が行われていない民有林について、森林所有者の意向に応じて、市町村が仲介役

となり、森林所有者と林業経営者をつなぐ森林経営管理制度が2019年度から運用開始。

• 自然的条件などが良く林業経営に適した民有林については、林業活動による循環利用によ

り整備、林業経営に適さない民有林については、森林環境譲与税も活用し公的主体により

間伐や針交混交林への誘導を推進。

• 国有林では、事業の契約方法の工夫や、生産性向上の取組を通じ、「意欲と能力のある林

業経営者」の育成に貢献します。

• 国有林で行う森林整備を通じて得られた効率化・低コスト化等の知見を民有林に積極的に

普及させるために、民有林関係者向けの各種検討会を開催します。

５

【森林経営管理制度の概要】



【現地検討会の開催】

６

令和元年度は以下の現地検討会を実施しました。今年度も一貫作
業システムや生産性向上などの取組について、現地検討会を開催し
ます。

・有利採材現地検討会（静岡署、天竜署）

需要者ニーズに対応した原木の供給を図るとともに、一本の立

木を安易に低質材とするのではなく、より販売に有利な規格の丸

太に採材する技術の向上に向けた検討会を開催。

・低コスト造林と獣害対策についての現地検討会（天竜署）

木材価格の低迷や造林の初期保育コスト高が、主伐や再造林の

支障となっていることから、エリートツリーによる下刈の省力化、

低コストシカ侵入防止柵、コンテナ苗の活用、下刈回数の見直し

等、低コスト造林に向けた検討会を開催。

・生産性向上現地検討会（静岡署、天竜署）

国産材の供給力を高めるとともに、伐採・搬出の低コスト化を

進めるため、路網整備や高性能林業機械の活用による生産性の向

上に向けた検討会を開催。

低コストシカ侵入防止柵の検討
（天竜署：浜松市）

複数班での有利採材の検討
（静岡署：富士宮市）

作業システムの低コスト化に向けた検討

（静岡署：富士宮市）

令和元年度の各署の取組についての資料は、「本年３月に予定していた静岡県内の森林管理署にお
ける取組の報告会について（資料の公表）」で一部公表しています。
⇒https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/press/sizuoka/200428.html

・林業専用道現地検討会（天竜署）

林業専用道の開設技術の向上と設計・施工に関する情報共有を

目的として自然の地形を生かした施工と安全の確保を軸に、軟弱

地盤や湧水箇所への対応方法について現地検討会を開催。
軟弱地盤での施工例の検討

（天竜署：浜松市）

令和２年度 現地検討会の予定

実施署
研修等の

名称
目的 対象者 時期 主な内容

静岡
生産性向上
現地検討会

請負事業体に作業日報の作成を通じ
て、作業工程別に生産性を集計しても
らい、各作業工程のボトルネックを洗
いだし、改善策を検討する。

県、市町等担当職員、
林業事業体等

未定
・工程分析
・高性能林業機
械デモ等伊豆 １１月

静岡 低コスト・
省力化造林
現地検討会

低コスト主伐・再造林の民有林への普
及を目的とする。

県、市町等担当職員、
林業事業体等

未定 ・エリートツリー
植栽による下刈
省略の可能性

天竜 ９月

伊豆 未定

天竜
有利採材
現地検討会

素材の利用拡大と販路開拓に向けて
の有利採材方法の検討と採材技術の
向上等を目的とする。

県、市町等担当職員、
林業事業体等

未定
・採材検討
・高性能林業機
械デモ等



④ 民有林との一体的な森林整備の推進

【森林整備推進協定（森林共同施業団地の設定）】

【公益的機能維持増進協定の締結】

森林整備協定の締結式（天竜署）

◆協定者：浜松市、県西部農林事務所、龍山森林組合、

有限会社天竜フォレスター、個人、天竜森林管理署

◆協定年月日：令和元年８月８日

◆協定区域：浜松市天竜区龍山地域

民有林２１９ha、国有林１１８ha、合計３３７ha

◆森林整備面積：１８４ha

◆事業内容：民有林と国有林が連携した施業地の

集約化、効率的かつ低コストな皆伐・間伐の実施

◆協定の有効期間：R1.８.８～R６.３.３１

７

• 国有林と民有林が連携することで、事業の効率化や低コスト化等を図ることができる地

域において、「森林共同施業団地」を設定しています。これにより、路網の相互利用や

国有林材と民有林材の協調出荷等が図られ、民有林のコストの縮減や安定的な収入確保

につながることが期待できます。

• 国有林に隣接・介在する民有林で、間伐等の施業が十分行われていない場合、民有林の

所有者と「公益的機能維持増進協定」を締結し、国において、国有林と民有林の整備を

一体的に実施します。

＜龍山地域森林整備推進協定＞

協定名 協定期間 協定者 協定内容

富士山西麓地域
森林整備推進協定

H28.4.1～
R3.3.31
（５年間）

富士宮市・上井出財産区・富士農林
事務所・日本製紙（株）・静岡森林管
理署

・景観に配慮した間伐の実施
・林地残材や未利用材の山土場での販売（システム
販売：製紙用チップ等）の促進 等

小山町
森林整備推進協定

H28.4.1～
R3.3.31
（５年間）

小山町・東部農林事務所・静岡森林
管理署

・路網整備等による安定供給体制の確立
・長伐期化、シカ等野生動物被害対策などの森林の
整備・保全 等

黒俣地域
森林整備推進協定

H31.4.1～
R6.3.31
（５年間）

掛川市・掛川市森林組合・天竜森林
管理署

・路網の連結による搬出コスト等の削減
・掛川市森林組合の土場を中間土場として利用

伊豆地域
森林整備推進協定

H29.4.1～
R4.3.31
（５年間）

賀茂農林事務所・森林整備センター
静岡水源林整備事務所・いなずさ林
業・伊豆森林管理署

・民国双方のフィールドを活用した技術開発、実証
・民国連携した鳥獣被害対策の実施 等

龍山地域
森林整備推進協定

R1.8.8～
R6.3.31
（４年７カ月間）

浜松市・静岡県西部農林事務所・龍
山森林組合・有限会社天竜フォレス
ター・石野秀一団地・天竜森林管理署

・民国連携した森林整備に関する団地化の推進
・民国連携した合理的な路網の整備と効率的な森林
施業の実施

協定名 協定期間 協定者 協定内容

浜松市北区細江町気
賀地区公益的機能維
持増進協定

H30.4.16
R6.3.31
（5年11カ月間）

静岡県浜松市北区細江町在住の
森林所有者１名

国有林野に隣接する民有林において、必要な
森林施業等を実施し、国土の保全や水源のか
ん養等の森林の有する公益的機能の維持増進
を図る



⑤ 需要者ニーズにマッチした林産物の安定供給

• 国有林材の付加価値向上や需要拡大、加工・流通の合理化等に取り組む製材工場や合板

工場と協定を締結し、国有林材を安定的に供給する「安定供給システム販売(※)」に取

り組みます。

• 地元ブランド製品や認証材など地域の需給動向にあった木材を供給するために、木材市

場を通じた委託販売に取り組みます。
（※）一定要件を満たす工場等と森林管理局長が国有林材の販売に関する相互協定を締結し、その協定に基づき、一定量を安定的

かつ計画的に販売する方式

【安定供給システム販売】

注：各署の数値は十の位を四捨五入している。このため、県内合計と各署の数値の合計が一致しないことがある。

森林管理署

令和元年度実績 令和２年度予定

木材生産量（ｍ3） 木材生産量（ｍ3）
うちシステム販売量 うちシステム販売量

静岡 10,700 9,900 12,100 10,900 

天竜 6,600 3,900 11,100 4,400

伊豆 6,800 5,800 7,300 5,700

県内合計 24,100 19,600 30,600 21,000 

大口需要者等
・集成材工場
・合板工場協定締結による安定供給

・大ロット化
・流通コスト低減

素材生産事業者

国 有 林

森林所有者

連
携

【民有林と連携した安定供給システム販売の拡大】

・ 平成30年度から、国有林材の販売との連携を希望する民有林所有者や事業体を募集し、民有林と国
有林が連携した安定供給システム販売（「民国連携システム販売」）を実施しています。(令和２年度
は静岡署、天竜署、伊豆署で３協定を予定）

【ＦＳＣ森林認証追加取得による浜松市林業成長産業化地域構想への支援】

・ 天竜森林管理署では、浜松市のFSC森林認証を軸とした林業成長産業化地域
構想を支援するため、浜松市天竜区春野町内の国有林約3,000haを新たに認証
林に追加しました。

・ 浜松市は、市町村別認証林取得面積は全国１位（48,500ha）、関係する森
林所有者数は８千人、CoC認証取得も約80事業体となっており、全国で最も
FSCサプライチェーンが構築されている地域の一つとなっています。

・ 天竜森林管理署は、同市の林業成長産業化地域構想の実現に向けた取組状況等
を踏まえ、国有林の地域貢献の観点から、これまで課題となっていた認証材の
安定供体制の整備を含め、地域と連携し、FSC森林認証を通じた天竜材の他産
地との差別化、高付加価値化等を図り、天竜材の需要拡大、ひいては浜松市か
ら林業の成長産業化の実現に努めます。

浜松市の認証林位置図を
前に、意見交換を行う
鈴木康友市長と齋藤局長
（R２.1.28)

８

大口需要者等
・製材工場
・合板工場



静岡署では、富士山地区において、林道入口や林道沿いにセンサーカメラ（４G）を設置し、リ
アルタイムでのシカの動向を把握しシカの効率的な捕獲を実施しています。また、捕獲にあたっ
ては、センサーカメラを入山者等の確認にも活用するなど、安全面に配慮しつつ実施しています。

県内におけるニホンジカの被害は、伊豆地域、富士地域をはじめとして各地において深
刻な状況にあり、植林木の食害や剥皮被害のみならず、下層植生の食害により森林生態系
そのものへの影響が出ています。

この対策として、国有林では被害防止のための柵の設置のほか、個体数管理（捕獲）を
県や市町及び関係団体等と連携して推進します。

【静岡県内の森林管理署におけるニホンジカ対策】

注：静岡署では、単木でのチューブラー（植栽木の保護） やバークガード（樹皮剥ぎの防止）による防除も実施しています。

２ 生物多様性の保全

① 野生鳥獣被害対策の推進

【情報通信技術を活用した効率的な捕獲の実施】

天竜署と伊豆署では、情報通信技術（LPWA：低消費電力広域通信）を活用し、シカがワナに掛
かった場合にパソコン等の端末に通知が届くＩＣＴ環境を整備することにより、効率的な捕獲個体
の回収とワナのメンテナンスができる取組を実施しています。
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【センサーカメラ（４G）を用いた効率的で安全な捕獲の実施】

入山者の様子シカの様子

立木に設置した
センサーカメラ（４G）

イメージ図 PC上の表示画面立木に設置した子機

静岡 天竜 伊豆

捕 獲

くくり罠（委託と職員実行）
忍び猟（委託）

SS（誘引捕獲）（H31より休止中）

富士山国有林、東富士演習場周辺の国有林の
ほかH31から小山町内国有林でも実施

くくり罠（委託と職員実行）
瀬尻国有林で実施

くくり罠（委託と職員実行）
天城山域の国有林で実施

防除（注）
面

的

金属柵
縦張りネット

枝条柵

斜め張りネット
簡易金属柵

縦張りネット

斜め張りネット
金属柵

新たな取組

防護柵の種類別の効果、コストを比較
金属柵の低コスト化（支柱間隔の拡大）

ICT・UAVを活用した防護柵見回りの省力化
立木を利用した防護柵
センサーカメラ（４G）を用いた効率的で安全な捕
獲の実施
シカが低密度化してきた区域での柵外植付の検証

LPWAを活用した罠見回りの
効率化

低コスト金属柵の実証（上段
ネット・下段金属、立木支柱）
金属柵と斜め張り柵のトータ
ルコストの比較

LPWAを活用した罠見回りの
効率化

防護柵の種類別の効果、コ
ストを比較
金属柵の低コスト化（支柱間
隔の拡大、素材の軽量化）
立木を利用した防護柵



【保護林一覧】

保護林の区分 対象 名称（管理署）

森林生態系保護地域
我が国の気候又は森
林帯を代表する原生
的な天然林

南アルプス南部光岳（静岡・天竜）

生物群集保護林
地域固有の生物群落
を有する森林

愛鷹山、富士山（静岡）
八丁池・皮子平（伊豆）

希少個体群保護林
希少な野生生物の生
育・生息に必要な森林

安部峠オオイタヤメイゲツ、富士山塒塚ウラジロモミ等（静岡）
皮子沢モミ、浄連ウラジロガシ・アカガシ等（伊豆）
瀬尻ホソバシャクナゲ、観音山スギ・シブカワツツジ、岩岳山アカ
ヤシオ・ シロヤシオ等（天竜）

南アルプス南部光岳（静岡署：川根本町）

② 森林生態系の保護・管理等の取組

• 我が国の気候又は森林帯を代表する原生的な天然林や地域固有の生物群集を有する森

林、希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を「保護林」に設定。

• 森林の厳格な保護・管理を行うとともに、森林や野生生物等の状況変化に関する定期的

なモニタリング調査を実施。

この地域の森林の特徴は、標高1，700m付近から上部は、亜寒帯の植生を
示し、コメツガを主体とするウラジロモミ、トウヒ等の針葉樹が、更に尾根筋
にかけては、シラベ、アオモリトドマツが多くなり、最上部にはハイマツ群落
の南限の高山帯や石灰岩地特有の植生も見られ、変化に富んだ原生的な森林で
す。

八丁池・皮子平
（伊豆署：伊豆市）

天城山地に分布するブナ群落は、「日本のブナ林の植物社会学的体系の再構
築」（福嶋ほか、1992）によると、ブナ－ヤマボウシ群集に位置付けられて
いますが、当該地域の八丁池周辺および皮子平周辺のブナ群落には多くのヒメ
シャラが生息しており、このタイプのブナ群落は、関東森林管理局が管理する
地域で唯一の存在であり、他の局の管内にも全く見られない特殊なタイプのブ
ナ群落です。

瀬尻ホソバシャクナゲ（天竜署：浜松市）

遠州地方の一部と愛知県の三河地方にのみ自生するホソバシャクナゲの群生
地で学術上貴重となっています。このため、ホソバシャクナゲが生育する群落
の希少な個体群を保護するため設定したもので、スギ・ヒノキの間伐により林
内に光を取り込み、ホソバシャクナゲの生育を促すための森林施業を実施して
います。
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【保護林における看板の設置】

観音山スギ・シブカワツツジ
希少個体群保護林

（天竜署：浜松市）

皮子沢モミ
希少個体群保護林

（伊豆署：伊豆市）



近年、頻発する集中豪雨や地震等により山地災害の発生リスクが高まっていることに加え、
静岡県内には、中央構造線等の影響を受け脆弱で急峻な地形・地質の山地が多いことから、
自然災害による被害の復旧や防止・軽減を図るための治山事業を実施し、地域の人々の生活
と安全を守ります。

① 治山対策の推進

３ 緑の国土強靱化に向けた取組

【令和２年度 治山工事実施予定】（県内で３３件を予定）

森林管理署 市町名 実施予定箇所 工事内容

静岡

静岡市 2 山腹工

御殿場市 1 山腹工

小山町 12 山腹工、渓間工

川根本町 1 山腹工

天竜 浜松市 4 渓間工、山腹工

伊豆 伊豆市 2 山腹工、渓間工

大井川
治山センター

静岡市 5 山腹工、渓間工

川根本町 6 山腹工

県内合計 33

整備前 整備後（静岡署：静岡市葵区梅ヶ島サカサ川地区）

被災直後 整備後

小山町の「大日沢地区」では、平成３０年３月の大雨等により富士山東側斜面から流出した土
砂が、冬期閉鎖中の県道１５０号線や東富士演習場に流入した後、富士五湖道路に隣接する「道
の駅すばしり」付近まで達しました。静岡署では、速やかに応急工事を発注するとともに、今年
度も継続的に復旧工事を実施しています。

【大日沢地区での治山事業】（国有林直轄治山事業）

【梅ヶ島地区での治山事業】（国有林直轄治山事業）

静岡市の水源である安倍川上流の「梅ヶ島地区」では、過去に何度も台風や豪雨による土石流
災害が発生しました。静岡署では大規模な崩壊地の復旧工事を継続的に実施しています。
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整備前

【小山町での治山事業】（民有林直轄治山事業）

小山町では、平成２２年の大型台風により大規模な災害が発生しました。
静岡署では、静岡県の要請を受け、平成２７年度から小山町内の民有林において民有林直轄治

山事業を開始し、隣接している国有林との復旧を一体的に実施しています。

整備後

【大井川治山センターによる治山事業】

整備前 整備後

静岡市葵区上千枚沢地区（整備後） 静岡市葵区小河内地区（整備後）

（川根本町榛原川地区）

大井川上流は全国屈指の荒廃地の多い地域であることから、民有林の大規模な崩壊地の復旧を
図るため、治山事業を専門に実施する「大井川治山センタ－」を設置し、国が直轄で事業を実施
しています。国有林の技術力を活かした効果的な治山事業を実施するとともに、治山事業に関わ
る技術開発や普及啓発に取り組んでいます。
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【森林土木工事での木材利用】

林道工事や治山工事において、木材利用による地球温暖化の防止等の取組を推進します。
例えば、コンクリート型枠は間伐材を使った残存丸太や合板とするほか、丸太筋工や木製法
枠工など、木材を利用可能な箇所は全て木材を使用します。また、工事看板などの仮設工に
ついても、木材を積極的に利用します。

【令和元年台風１５号及び台風１９号への対応】

台風襲来が予測された時点において、各市町と円滑に情報共有ができるよ
う双方の対応窓口の確認・調整を実施。また、ヘリコプター等による国有林
の被害調査に当たり、事前に関係市町から民有林の被害調査の意向を確認し、
要請に応じた飛行ルートの調整等を実施。また、調査結果や空撮写真等の
データを関係市町に提供。

さらに、林道の復旧等に当たっては、関係市町、県農林事務所、山葵組合
等関係者等と情報交換を行い、その結果を踏まえ可能な限り速やかに対応。

【災害発生時における迅速な初動対応】

令和元年９月及び１０月に通過した台風１５号、１９号の影響により静岡
県では記録的な暴風雨となりました。関東森林管理局では、９月１９日、
１０月２７日、３０日にヘリコプターによる調査を実施したところ、大規模
な崩壊地は見られませんでしたが、一部森林で倒木被害や小規模な崩壊を確
認したことから、地上から調査を継続し、検討を行いました。

② 災害発生時における民有林への貢献

• 大規模な山地災害等が発生した際には、必要により山地災害対策の技術・経験を有する

職員の派遣、学識経験者（大学、森林総合研究所）、都道府県、市町等との合同による

ヘリコプター調査などを迅速に行います。地方自治体からの要望に基づき、飛行ルート

の調整、撮影した画像データの県・市町への共有も実施します。

• 情報収集や連絡調整等のため、県へ職員を派遣します。

③ 森林土木工事における木材利用の徹底
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山葵田に至る林道の復旧作業状況
（河津町内国有林）

木製土留工と
丸太法枠工

（静岡署：小山町）

丸太柵工
（大井川治山センター：

川根本町）

丸太残存型枠による擁壁
（伊豆署：伊豆市）

県産材合板型枠(土留工)
（天竜署：浜松市）

ヘリコプターによる調査
（静岡県静岡市）



平成29年４月、川根本町の「飛竜橋自然観察教育林」、「千石平風致探勝林」、浜松

市北区の「奥浜名自然休養林」が「日本美しの森 お薦め国有林」に選定されました。

これらの地域は特に魅力的な自然景観を有していることから、観光資源としての魅力の

情報発信や修景伐採などを行い、地域活性化につながる取組を推進します。

（※）については、「日本美しの森 お薦め国有林」に選定

【レクリエーションの森の整備】

奥浜名自然休養林からの展望
（天竜署：浜松市）

レク森の種類 名称

自然休養林 富士山（静岡署）、奥浜名（天竜署）（※）、昭和の森林・天城山（伊豆署）

森林スポーツ林 観音山（天竜署）

自然観察教育林 飛竜橋（静岡署）（※）、小笠山（天竜署）

風致探勝林 千石平（静岡署）（※）

千石平風致探勝林における修景伐採の前後（静岡署：川根本町）

４ 「国民の森林」としての管理経営

①「レクリエーションの森」を観光資源として活用した地域への貢献

飛龍橋自然観察教育林及び千石平風致探勝林については、無人航空機（ドローン）を活用した動画を公開しています。
⇒http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/reku/rekumori/190823.html
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小笠山自然観察教育林での観察会
（天竜署：掛川市）

も り
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国有林のフィールド等を活用し、国民の皆様による森林づくり活動や森林環境教育を推進します。

ボランティア団体による植樹
（裾野市）

中学生による職業体験
（静岡署：島田市）

市町長との会議（３署合同）
（静岡市）

小学生を対象にした森林教室
（伊豆署：伊豆市）

②森林とのふれあいの場、森林環境教育の場の提供

【森林環境教育の実施】

森林教室や森林内での体験活動などを通じて、森林・林業、国有林野事業への理解が深まるよ
う、「森林環境教育」の機会を子どもたちをはじめ広く国民に提供していく取組を進めています。

【富士山国有林の復旧】（静岡署）

平成８年９月の台風により富士山国有林では多
くの風倒木が発生しました。復旧にあたっては、
実施主体を、国有林野事業はもとより、静岡県、
富士市等関係自治体やボランティア団体・企業等
に担っていただくとともに、その形式も、協定方
式、分収造林方式、体験林業方式やこれらの組み

合わせも含め様々な手
法により展開され、今
日の富士山国有林の姿
があります。

③双方向の情報受発信

• 国有林野等が所在する地域の市町長との会議のほか、現地検討会等の報告会を開催し、情報発信

に努めるとともに、皆様からのご意見・ご要望を豊かな森林づくりに反映させていきます。

• このほか、令和元年度は一般公募による国有林モニターの現地視察の案内のほか、東京

地方国有林造林生産業協議会との意見交換会を通じて、双方向の情報の意見交換を実施

しました。

国有林モニターによる現地視察
（富士宮市）

企業や市民団体等の多くの方々により、国有林
をフィールドとした森づくりや森林環境教育等の
活動が実施されております。

社会貢献の森（明日への森）

（湖西市）

遊々の森（サルワタリの森）

（浜松市）

【国民参加の森づくり】（天竜署）

浜松市花と緑の祭典 木工品作り
（天竜署：浜松市）



森林管

理署名

伐採量（㎥）※立木材積
素材

生産量

（㎥）

造林（ha） 林 業

専用道

新 設

（ｍ）
市町名 合計 うち主伐 うち間伐 植付 下刈

保育

間伐

静岡

静岡市 0 0 0

沼津市 675 675 0 6.52 3.73

富士宮市 25,586 7,243 18,343 7,475 6.53 25.03 942

島田市 20,432 15,416 5,016 2,215 9.15 20.39 11.16 600

富士市 5,839 5,839 0 6.68 32.41 4.27

御殿場市 9,605 8,756 849 2,440 0.46

裾野市 2,107 2,107 0 4.50

長泉町 0 0 0

小山町 5,512 1,891 3,621 16.57 13.96 44.79

川根本町 3,423 3,423 0 3.25 26.59

小 計 73,179 45,350 27,829 12,130 45.45 103.27 87.27 1,542

天竜

浜松市 77,421 67,682 9,739 4,960 22.50 28.91 16.83 760

湖西市 3,430 1,332 2,098 1,100

掛川市 7,614 7,614 3,970

森町 2,459 2,459 1,100

小 計 90,924 69,014 21,910 11,130 22.50 28.91 16.83 760

伊豆

伊豆市 60,775 52,540 8,235 3,300 2.94 18.35 12.80

熱海市 1,814 1,814 0 0 2.23 0 0

河津町 65,783 59,987 5,796 2,300 0.55 11.88 7.74

松崎町 3,562 0 3,562 1,700 0 0.59 0

東伊豆町 0 0 0 0 0 10.50 0

西伊豆町 634 0 634 0 0 5.51 0

小 計 132,568 114,341 18,227 7,300 5.72 46.83 20.54

計 296,671 228,705 67,966 30,560 73.67 179.01 124.64 2,302

注）事業量には令和元度補正・繰越し分を含む。
伐採量については、分収育林、分収造林、官行造林地の伐採量を含む。
植付けには補植等を含む。
保育間伐には治山費による本数調整伐を含む。
表中の０表示は四捨五入により１に満たない事業量を表す。
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〇 令和２年度静岡県内国有林の主要事業量

参考



署名

管内の国有林面積（ha） 人工林

率

（％）

国有林所在市町
合計

うち

人工林

うち

天然林等

静岡 46,694 1６,905 29,789 36
静岡市・沼津市・富士宮市・島田市・富士市

御殿場市・裾野市・長泉町・小山町・川根本町

天竜 22,558 10,525 12,033 47 浜松市・掛川市・袋井市・湖西市・森町

伊豆 17,349 12,726 ４,623 7３
熱海市・伊東市・下田市・伊豆市・伊豆の国市

東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町

計 86,602 40,228 46,374 45

注）他省庁所管森林を除き、官行造林地含む面積。天然林等には無立木地を含む。地域別の森林計画書より。

森林面積（ha） 国有林率

（％）民有林 国有林 計

407,751 89,371 497,123 18

うち人工林面積（ha） 人工林率(％)

民有林 国有林 計 民有林 国有林 計

239,656 40,778 280,435 59 46 56

注）国有林は他省庁所管森林を含む面積。林野庁「森林資源の現況」より。

管理署等名 所 在 地 連 絡 先

静岡森林管理署
〒420-0856
静岡市葵区駿府町1-120

TEL：054-254-3401 (IP)050-3160-6015
FAX：054-253-7829
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/sizuoka/index.html

天竜森林管理署
〒434-0012
浜松市浜北区中瀬2663-1

TEL：053-588-5591 (IP)050-3160-5670
FAX：053-588-5595
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/index.html

伊豆森林管理署
〒410-2401
伊豆市牧之郷546-5

TEL：0558-74-2522 (IP)050-3160-6020
FAX：0558-72-5553
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/izu/index.html

大井川

治山センター

〒428-0411
榛原郡川根本町千頭

950-2

TEL：0547-59-3344 (IP)050-3160-6035
FAX：0547-58-7010
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/index.html 
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〇 静岡県内の国有林の森林

（参考）静岡県の森林面積

○ 森林管理署等の所在地及び連絡先


