
令和３年度 広島北部森林管理署の重点取組事項について

令 和 ３ 年 ４ 月
広島北部森林管理署





1. 森林整備の推進 → ⾯的複層林化(星居⼭国有林)と分収造林
2. 更なる安定的な林産物の供給と新たな市場形成 →⽴⽊販売への

更なる注⼒と⺠有林材のシステム販売(継続)
3. 治⼭・災害復旧対策の推進 → R2.7梅⾬災害地の復旧・整備
4. ケーススタディ会議、現地検討会の実施と地域調整会議への参

画
5. 公益的機能維持増進協定に基づく森林整備 → 情報発信
6. 地域と連携したニホンジカ対策 → 庄原市、三次市とのシカ被

害対策推進協定締結の実現
7. 積極的な情報の発信 → 情報の受発信
8. 新たな⺠有林⽀援 → 市町林務担当者との意⾒交換、庄原実業

⾼校への森林環境教育の拡充（県森林組合連合会との連携）等
9. 他機関との連携 → 中国四国農政局広島拠点とのシカ被害対

策の取組

1. ⽴⽊販売(R2年度29.3千ｍ3 →R3年度
50.3千m3)

2. ⺠有林材のシステム販売(継続)

令和２年度 令和３年度

林産物の供給

令和２年度の取組を継続・拡充。特に、森林経営管理制度の運用３年目を迎えることから、更なる民国連携、新たな民有林支
援に取り組む。そのため、これまで以上に、国有林に対するニーズの把握に努め、それらの実現（課題解決を含む）に向けて、
民国連携した取組となるよう事業展開を図る。

1. 庄原市、三次市とのシカ被害対策推進協定
締結の実現

2. 中国四国農政局広島拠点とのシカ被害対策

⺠国連携 情報受発信

QRコードで⼯夫

基本⽅針

1. 庄原実業⾼校への継続した森林環境教育(⼈
材育成)の提供

2. 市町林務担当者との勉強会

⺠有林⽀援
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1. 森林整備の推進
2. 更なる安定的な林産物の供給と新たな市場形成 → 近畿中国森

林管理局２例⽬となる⺠有林材のシステム販売
3. 治⼭・災害復旧対策の推進
4. ケーススタディ会議、現地検討会の実施等 → 地域調整会議(森

林経営管理制度)への参画
5. 公益的機能維持増進協定に基づく森林整備
6. 地域と連携したニホンジカ対策 → 神⽯⾼原町など５機関によ

るシカ被害対策推進協定(R2.7.27締結）
7. 積極的な情報の発信 → 情報の受発信
8. 新たな⺠有林⽀援 → 市町林務担当者との現地検討会(安芸⾼⽥

市、神⽯⾼原町)、庄原実業⾼校への森林環境教育
9. 他機関との連携 → 中国整備局三次国道河川事務所との連携

民有林のシステム販売 シカ被害対策推進協定 庄原実業高校 安芸高田市森林整備事業 林業振興対策協議会



１．森林整備の推進
〇 森林資源の循環利⽤を図りつつ、国⼟の保全、⽔源のかん養、⽣物多様性の保全、⼆酸化炭素の吸収等、公

益的機能の⼀層の発揮に向け、⽴地等の実情に応じた多様な森林づくりを推進。
○ 林分の状況に応じた適切かつ効率的な施業、効率的な施業の実施に必要な路網の整備を推進。
○ 今年度新たに⾯的複層林化(⾒える化プロジェクト)を⾼梁川上流森林計画区内において実施。

多様な森林づくりのイメージ
■ 令和３年度広島北部森林管理署の造林事業

令和２年度 森林整備事業

針広混交林

広島県庄原市 広島県庄原市

育成複層林

令和２年度 分収造林
(星居⼭国有林)

■ 令和３年度広島北部森林管理署の林道事業

２（⽝伏⼭国有林)



２．林産物の安定的な供給

３

〇 多くの森林が主伐期を迎える中、⽴⽊販売、素材⽣産事業等を通じた国有林材の計画的な供給に努める。
今年度、低コスト林業の取組みとして混合契約(⽴⽊販売＋造林事業)を計画。

〇 ⽴⽊販売は分収造林・分収育林及び官⾏造林を含め、53.0千㎥を安定供給。
○ 素材販売については、委託販売8,540㎥、システム販売5,960㎥による安定供給。
○ 引き続き、⺠有林材のシステム販売に取り組む。

⽴⽊販売（スジ⼭国有林） 委託販売（広島県森連三次共販所）

■ 国有林材の安定供給システム販売の仕組み

製材・合板⼯場
森林管理局
(国有林材) 素材⽣産業者

■ 広島北部森林管理署の国有林材の供給量

■令和３年度広島北部森林管理署の素材販売の内訳 ■ 令和３年度広島北部森林管理署の⽣産事業

※H29〜R2年度は、実勢数値。R3年度は計画数量。



３．治⼭・災害復旧対策の推進

４

平成30年７⽉豪⾬災、令和2年7⽉梅⾬災など、近年地震や集中豪⾬等に伴う⼭地災害が増加傾向にあるこ
とから、⾃然災害に対する⼭地防災⼒の強化のため、荒廃⼭地等の復旧整備に取り組む。

■ 豪⾬等の災害から地域の安全・安⼼を守る復旧治⼭事業外を２箇所
で計画

■ 効率的な施業の実施に必要な路網の整備を２路線で計画

⼤造⼭⼭腹⼯事（神⽯⾼原町）
（令和３年度 施⼯予定）

直下の⽔⽥に流出した⼟砂、⽴⽊

■ 令和３年度広島北部森林管理署の治⼭事業 ■ 令和３年度広島北部森林管理署の林道事業

発災時の状況（⺠家を崩壊） 伊与⾕林業専⽤道新設⼯事
（庄原市）

（令和２年度 施⼯中）

伊与⾕林業専⽤道新設⼯事
（庄原市）

（令和２年度 完成）



４．ケーススタディ会議、現地検討会、地域調整会議による⺠国連携

５

〇 地域の森林・林業の再⽣への⽀援として、広島県、神⽯⾼原町、神⽯郡森林組合、広島森林管理署、広島北
部森林管理署で構成する「ケーススタディ会議」（H28年度設置)を拠点に、森林共同施業団地における⺠国
連携の実現、林業の低コスト化の推進など、地域の課題解決に向けた現地検討会に引き続き取り組む。

〇 また、市町林務担当者、⺠有林関係者等を対象にした林業技術者育成のための「現地検討会」、「情報交換
会」など⺠有林⽀援に引き続き取り組む。

○ 森林経営管理制度運⽤３年⽬を迎えることから、更なる新たな⺠国連携、⺠有林⽀援に取り組む。

下刈省略現地検討会
（令和２年７⽉）

低コスト林業現地検討会
(令和２年９⽉）

森林共同施業団地への取組 地域ニーズの現地検討会 ケーススタディ会議

ケーススタディ会議
(令和２年７⽉）

森林整備計画策定⽀援

市町村森林整備計画
(令和２年８⽉）

林務担当者との苗作り勉強会
(令和２年８⽉）

林務担当者との意⾒交換 地域調整会議(森林経営管理制度)

庄原市地域調整会議
(令和２年10⽉）

■ 令和３年度現地検討会の実施計画
林務担当者との現地検討会

林務担当者との森林施業検討会
(令和３年１⽉）

期⽇ 内 容 場 所

上半
期

新たな森林共同施業
団地候補地の現地調査

神⽯⾼原
町阿下

未定

未定（検討候補）
ｺｳﾖｳｻﾞﾝの⽣育・⽤途
⺠国システム販売勉強会
ITスマート林業技術
市町職員との勉強会

未定



６

５．公益的機能維持増進協定に基づく森林の整備
〇 平成30年度、神⽯⾼原町の寄倉⼭国有林に介在する⺠有林において、公益的機能維持増進を図るため、

森林整備（保育間伐（存置型））を実施。⼩規模で孤⽴分散し⽴地条件が不利であることなどから、⼗分
な森林整備が⾏われなかった⺠有林において協定に基づき、国有林が⺠有林を⼀体的に整備を実施。令和
元年度には、森林施業の実施前後の林況変化等を調査・⽐較により、対象⺠有林の公益的機能の効果を確
認。

○ 令和３年度には、森林整備等の効果について、継続した成果の情報発信を引き続き⾏う。

神⽯⾼原町⿊瀬７００１番 神⽯⾼原町⿊瀬４７７５番

間伐実⾏前 間伐実⾏後 間伐実⾏前 間伐実⾏後

森林整備後の変化(H30年度 → 令和2年8⽉との⽐較)



６．地域と連携したシカ被害対策の推進
〇 平成30年度に安芸⾼⽥市内、令和元年度に安芸⾼⽥市内及び神⽯⾼原町内の国有林でニホンジカの⽣

息調査を実施し、調査結果に基づき、シカ捕獲を実施。
○ 地域と連携した効果的なシカ被害対策として、令和元年度に安芸⾼⽥市等と広島北部森林管理署の間で、

シカ被害対策推進協定を締結。また、令和２年７⽉には、神⽯⾼原町など林業関係機関4機関と広島北部森
林管理署との間でシカ被害対策推進協定を締結。令和３年度には、庄原市、三次市との協定締結を⽬指し、
管内の全市町と連携したシカ被害対策の体制を整備する。

〇 安芸⾼⽥市、神⽯⾼原町の森林(国有林、⺠有林等)の外、⾥⼭に隣接する農地に、協定に基づく、くくり
わな、箱わなを設置し、ニホンジカ、イノシシを捕獲。
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■シカ被害対策推進協定
（神⽯⾼原町）

■⽣息調査の実施
（撮影されたニホンジカ）

（⼤⼟⼭国有林︓安芸⾼⽥市）

神⽯⾼原町
神⽯⾼原町有害⿃
獣捕獲対策協議会､

神⽯郡森林組合

広島北部森林管理署､
広島⽔源林整備事務所

広島県

⺠有林、国有林
⽔源林

凡例

中四農政局
広島拠点

シカ捕獲数
被害情報

シカ⽬撃情報

罠貸与等

○ 捕獲に関する情報(ニホンジカ等の捕獲位置、捕獲獣の因
⼦(成獣、幼獣、雄雌別)、捕獲時期、捕獲数との情報を
中四国農政局広島拠点に提供。

○ 提供された情報等の分析結果を、今後の農地における獣
害対策に役⽴てる。

○ 将来、林野、農地が連携した、より効果的なシカ被害対
策を関係機関で検討。

■広島北部署シカ被害対策推進協定の仕組み（例︓神⽯⾼原町）

（井ノ内国有林︓安芸⾼⽥市）



７．国産材⾃給率50%に向けた森林環境教育の推進

８

〇 令和７年度に⽊材⾃給率50％の⽬標を達成するためには、多くの国⺠に⽊材利⽤の重要性を理解して頂
き、⾝近な⽣活の中での⽊材利⽤を推進していくことが重要。

〇 このため、次世代を担う⼦供たちを対象に、教育関係者のニーズを反映した森林環境教育プログラムに
よる森林環境教育に積極的に取り組む。

○ 林業を担う⼈材育成連携協定(R2.3.24)に基づき、広島県⽴庄原実業⾼等学校環境⼯学科の⽣徒へ
の継続した森林環境教育を広島県森林組合連合会と連携して実施。

親⼦巣箱作り教室(令和２年11⽉) ⽣物多様性の取組(令和２年11⽉) 吉⽥⾼校(令和２年11⽉)

⼈材育成連携協定
(連絡調整会議(令和2年6⽉))

庄原実業⾼校(令和２年11⽉)

庄原実業⾼校(令和3年1⽉)

親⼦巣箱作り教室(令和２年11⽉)庄原実業⾼校(令和２年７⽉)



８．積極的な情報の発信

９

〇 広島北部森林管理署の各種取組み、事業について、時期を逸することなく積極的な情報発信に取り組
む。具体的には、近畿中国森林管理局、広島北部森林管理署ＨＰへの掲載、かわら版「ひろほく通
信」、各種会議、検討会など様々な媒体、機会を通じた情報発信に取り組む。

〇 市町をはじめとする関係機関・団体等との情報提供・共有を⾏うことにより、地域からの国有林に対
するニーズを把握する。

〇 森林経営管理制度運⽤３年⽬であることを踏まえ、新たな森林管理システムの構築に向けた市町にお
ける各種施策の実現に向けた⽀援に引き続き積極的に取り組む。

庁舎⽞関⼝でのＰＲ

ひろほく通信
来訪者へのＰＲ(署⻑室）

QRコードで⼯夫 広島北部森林管理署ＨＰでのＰＲ
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