
１－２ 林業の健全な発展 

（１）森林施業の低コスト化及び生産性の向上 

① 施業集約化の推進 

私有林は、小規模・分散的な所有が多いことに加え、遠隔地に居住する森林所有者も増加

傾向にあることから、各所有者の森林を取りまとめる集約化を進め、効率的に適切な施業を

実施することが必要です。 

道では、施業集約化や高性能林業機械の効果的な活用などによる施業の低コスト化・高効

率化を進め、森林施業プランナー等が収益性の高い施業プランを森林所有者へ提案する「提

案型集約化施業」を促進しています。 

② 森林施業の作業効率の向上 

（林業機械の導入の推進） 

製材工場など需要者側に対応した原木を低コストで安定的に供給していくためには、高性

能林業機械等を効率的に活用するなどして、素材生産の生産性を高めていくことが重要です。 

令和 3 年度は、合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策で 9 台、林業・木材産

業構造改革事業で 1 台、林業成長産業化地域創出モデル事業で 4 台の高性能林業機械等の導

入に対して支援しました。 

（現地の林況に適した作業システムの導入の促進）  

道では、間伐や植林などの森林施業を進め、木材を安定的に供給するため、森林内の幹線

となる林道や、支線となる林業専用道などを組み合わせた林内路網のネットワークづくりを

進めています。  

また、傾斜や土質など、現地の作業条件などを踏まえ、効率的に原木を生産するための作

業システムに対応した路網の整備水準や、地形特性を活かした路網の配置例及び作設に係る

留意点などを分かりやすく示した「北海道の路網・作業システム」を作成・配布し、市町村

や林業事業体、森林土木事業者等への普及・定着に努めています。 

（低コスト施業の促進） 

 道では、植林から下草刈り、間伐等の保育に至る森林施業の省力化・低コスト化を推進す

るため、先進的な取組事例や効果等を取りまとめた「造林作業の省力化等を促進するガイド

ライン」を作成しました。今後は、市町村や森林組合、林業事業体、森林所有者等に対し、植

林本数の低減やコンテナ苗の利用、地拵え、下草刈り作業の機械化、列状間伐などの普及・

定着に努めていきます。 

また、令和 3 年度からは、豊かな森づくり推進事業の実施にあたり、長期的な視点に立っ

た森林整備を進める目的で各市町村が策定している「ふるさとの山づくり総合計画」におい

て、植林作業の省力化の目標（植林本数の低減、コンテナ苗の活用、地拵え作業の機械化）

を設定するなど、低コスト施業の促進をしています。 
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（ＩＣＴ等先進技術の活用の促進） 

カラマツ・トドマツ人工林の多くが利用期を迎え、今後、林業生産活動がますます活性化

すると見込まれる中、道では、森林整備等の効率化や生産性・安全性の向上等を図るため、

令和 3 年 3 月に「北海道スマート林業推進方針」を策定し、ＩＣＴ等の先進技術を活用した

スマート林業を推進しています。 

令和 3 年度は、リモートセンシング技術を活用した森林資源の把握に向け、航空レーザ計

測等から得られた針葉樹及び広葉樹の分布状況や、標高、傾斜、地利等の情報を解析し、森

林整備等で活用できるような資源把握手法の開発に取り組んだほか、路網の開設工事におけ

るドローンを用いたレーザ測量の活用の検討や、林業事業体などに対して地上レーザ計測器

や写真丸太検知システム等のＩＣＴ機器の貸出しを行うなど、森林の管理経営のさらなる効

率化に向けて取り組みました。 

また、ＩＣＴハーベスタや下草刈り機械等の現地実演会の開催をはじめ、自走式下草刈り

機械による作業効率の検証や、ドローンを活用して植林箇所の地形や地面の切り株などの位

置を把握し、下草刈り機械の作業に適した苗木の植付位置を事前に計画するとともに、現場

において作業員を植付位置に誘導するシステムの検証への支援、丸太写真検知ソフトによる

画像認識精度の検証など、木材の生産・流通や造林分野において、作業効率の向上を図る取

組を進めました。 

コラム 北海道らしいスマート林業の普及（林業木材課） 

道では、北海道らしいスマート林業を普及するため、令和 3

年 10 月に苫小牧市で開催された第 44 回全国育樹祭記念行事

「2021 森林・林業・環境機械展示実演会」において「林業のス

マート化フォーラム」を開催しました。フォーラムでは、先進

的な取組に関して知見を持つ学識経験者や林業機械開発に携

わるメーカー担当者などをパネリストに迎え、北海道の特性や

強みを活かした今後期待される林業の展開などについて討論が

行われました。 

また、実演・展示エリアには、林業分野で先進技術の実用化

に向けて取り組む企業など 13 社・2 団体が出展するブースを

設け、延べ 1,038 名のブース来場者を対象に、ＩＣＴハーベス

タによる伐採や、ＵＡＶによる苗木運搬作業などを実演し、現

場での活用方法などが紹介されました。 

これらの模様は、当日来場できなかった方も視聴できるよう

に、オンラインで配信しました。 

 

林業のスマート化フォーラム 

ＩＣＴハーベスタの実演 
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コラム ＵＡＶトップパイロットの育成に向けて（森林活用課） 

道内の人工林が本格的な利用期を迎える中、森林においてＵＡＶによる空撮は、森林情報の

把握や災害等への対応など、様々な分野での活用が期待されています。このため、道では飛行

経験を積み、かつ航空法や飛行に関する知識を習得する「ＵＡＶトップパイロット育成研修」

を地域関係者と連携のもと開催して技術者を育成しています。 

令和 3 年度の研修内容は、 

① 航空法や飛行方法における知識の習得（航空法の知識及び安全な飛行のための機体の

管理方法等の技術を習得） 

② 10 時間以上の飛行を経験（ノーズインサークル等の基本的飛行方法の技術を習得） 

③ 飛行技術の評価（ＳＴＭ（Standard Test Methods）による技術レベルの数字化） 

④ 国土交通省へ目視外飛行を申請（国土交通省ホームページにアクセスして承認申請） 

などにより、受講生全員（４名）が目視外飛行申請の要件である 10 時間以上の飛行経験を積

むとともに、航空法等の知識を習得し、国土交通省の承認を得ることができました。 

今後も、目視外飛行のトップパイロットを育成するとともに、受講生が各地域においてＵＡ

Ｖの技術力向上などに向けた普及指導活動の展開を進めていきます。 

 

 

 

 

 

（２）林業事業体の育成 

① 安全・適切な施業を実施する林業事業体の育成 

近年では、カラマツやトドマツなどの人工林資源の充実に伴い、林業事業体による素材生

産活動が活発となっていることから、森林法などの関係法令を遵守した適切な森林施業の実

施や、労働安全対策の強化がますます重要となっています。 

このため、道では、森林所有者等が森林整備等を委託する林業事業体を選択できるよう、

明確かつ客観的な情報を公表し、適切な森林施業と安全管理に務める健全な林業事業体を育

成することを目的として、平成 24 年に「北海道林業事業体登録制度」を創設し、令和 3 年度

末において登録している林業事業体は、754 事業体となっています。 

令和 3 年度は、登録した林業事業体に対し、森林計画制度の遵守や労働災害防止対策など

を内容とした研修会をオンライン等により開催したほか、｢林業事業体だより『森林（もり）

の玄人(プロ)』」及び「森林の玄人【かわら版】」を発行し、定期的に労災防止など森林施業

における注意点や、林業事業体が活用できる各種助成制度について情報提供を行うなど、健

全な林業事業体の育成に努めました。 

構外訓練(基本操作) 構内訓練(左:ノーズインサークル、右:STM 技能評価) 
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林業は、傾斜地等の足場の悪い場所で伐採木等の重量物を扱う作業が多いことなどから、

労働災害が他産業に比べて発生頻度が高い状況にあります（資料 2-Ⅱ-12）。 

このような中、労働災害の防止に向けた取組として、林業・木材製造業労働災害防止協会

北海道支部等と連携しながら、労働安全衛生パトロール等を実施したほか、災害件数の多い

かかり木処理の研修会の開催、伐採や植林の作業現場の巡回指導を全道 123 か所で、林業に

おけるリスクアセスメントの定着促進のための指導を全道 32 か所で実施しました。 

また、道内の林業における労働災害の撲滅に資するため、北海道労働局と北海道森林管理

局、北海道の 3 機関が連携し、パトロール・会議研修等の相互協力、連絡調整会議などを行

いました。 

さらに、労働災害の防止に成果を上げている登録林業事業体の適切な評価を促進するため、

労働災害の発生防止に努め、林業労働災害の発生がなかった登録林業事業体の届け出に基づ

き、道がその事業体名等を公表する「林業労働災害の防止に努め災害の発生がない林業事業

体の公表制度｣を平成 29 年度から導入し、令和 4 年 3 月に 144 の事業体名等（対象期間：令

和 3 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで）を道のホームページで公表しました。 

② 林業事業体の経営力の向上 

（林業事業体の経営基盤の強化） 

林業事業体が、生産性の向上などにより経営力を向上させ、厳

しい経営環境下でも収益を確保できるよう、経営感覚に優れた

林業事業体の育成が必要となっています。 

このため、道では、「北海道林業事業体登録制度」等を活用し、

令和 3 年度は、第 44 回全国育樹祭の記念行事として、苫小牧市

において開催した「2021 森林・林業・環境機械展示実演会」の

会場において、林業事業体の経営者等を対象に、外部講師を招

き、経営力向上のためのセミナーを実施したほか、適切な森林整備や労働災害防止対策など

を内容とした「登録林業事業体研修会」を開催するなど、林業事業体の経営基盤の強化に取

り組んでいます。  

資料２-Ⅱ-12 労働災害の発生状況 
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林業経営力向上セミナー 
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（中核森林組合の育成強化） 

森林組合は、地域の森林整備の担い手として重要な役割を担っていることから、道では、

平成 15 年度に「北海道森林組合育成指導方針（以下「指導方針」という。）」を制定し、安定

的かつ効率的な事業運営を行い一定の事業利益を確保しつつ、組合員や地域の負託に応え健

全な経営を実現できる森林組合を「中核森林組合」として位置づけ、その育成を図ってきま

した。 

こうした中、令和 3 年 3 月 16 日に、国が「森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会向

けの総合的な監督指針」を改正したことに伴い「中核森林組合認定制度」を廃止したことか

ら、道においても当該制度を廃止し、組合員の減少や森林所有者の経営意欲の減退など道内

の厳しい状況を踏まえた指導方針の全面改定（最終改正：令和 4 年 3 月）を行いました。 

今後は、厳しい経営環境下においても、健全な財務基盤と的確な経営判断等に基づき、安

定的かつ効率的な事業運営により、組合員や地域の負託に応え得る経営を持続的に実現でき

る森林組合を「持続的な森林経営を担う森林組合」と新たに位置づけ、経営の健全化に向け

た経営指導や役職員の養成研修、さらには、合併に加え組合間の多様な連携を促進するなど、

その育成を図ることとしています。 

（融資制度等による施設整備） 

経営基盤の強化や経営改善に取り組む林業事業体が行う高性能林業機械の導入などの施設

整備に対して、道では無利子の「林業・木材産業改善資金」、民間では日本政策金融公庫な

どによる低利・長期融資などの融資制度を設けており、経営基盤の強化などに活用されてい

ます。このうち、林業・木材産業改善資金は、林業・木材産業改善資金助成法に基づき、道

が特別会計を設け森林所有者・森林組合・素材生産業者・木材製造業者などに直接融資して

おり、令和 3 年度は施設整備や人員輸送車の導入など 3 事業体に利用されています。 

（３） 人材の育成・確保 

① 地域の森林づくりを担う人材の育成 

森林を適切に整備し、森林の多面的機能を持続的に発揮させるためには、適切な森林施業

など地域の森林づくりを進めることのできる人材の育成確保を図る必要があります。特に若

年者をはじめとした新規参入者など次代を担う林業従事者の育成・定着を図るとともに、森

林総合監理士や森林施業プランナーといった知識や技術を有する人材の育成を図ることが重

要です。 

（森林総合監理士の育成） 

国では、森林総合監理士を「森林・林業に関する専門知識及び技術に関する一定の資質を

有し、森林計画制度に基づく市町村森林整備計画の策定や森林経営計画の認定・実行管理な

ど、市町村行政を技術的側面から指導・支援する人材」として位置づけ、国が実施する資格

試験により認定しています。令和 3 年度末現在、道内では北海道森林管理局職員や道の林業

普及指導員など 134 名が森林総合監理士の資格を取得しています。 

道では、林業普及指導員に対して、地域の森林づくりや林業・木材産業の振興の方向性を

まとめ上げる力などを習得するため国が実施している「森林総合監理士育成研修」等への受
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講促進や、より専門的で高度な技術及び知識を習得するための「技術力向上研修」を実施し、

市町村の林務行政を技術的側面から指導・支援する人材の育成に努めています。 

（森林施業プランナーの育成） 

森林施業プランナー協会では、提案型集約化施業を的確に実施する森林施業プランナーを

育成・確保するため、平成 24 年から、その能力や実績を評価し認定する「森林施業プランナ

ー認定制度」を開始しています。令和 3 年度末現在、道内では森林組合など林業事業体職員

218 名が認定を受けています。 

道では、森林施業プランナーを育成するため、北海道森林組合連合会などの関係団体と連

携し、提案型集約化施業に必要な技術及び知識を習得する研修等を実施しています。 

令和 3 年度は、森林施業プランナーを目指す者を対象に「森林施業プランナー基礎研修」

を開催するとともに、「森林施業プランナー実践研修」を開催し、実践的・専門的な技術及び

知識の習得を図りました（資料 2-Ⅱ-13）。 

資料２-Ⅱ-13 森林施業プランナーを対象とした研修等の概要 

研修等名 研修内容 参加者 

森林施業プランナー基礎研修 
森林施業プランナーの役割、森林経営計画制度、
森林経営管理制度、集約化団地の設定など 

25 名 

森林施業プランナー実践研修 
ドローンの操作と GIS の基本操作、データ編集、
画像解析など 

8 名 
 

（林業従事者の育成） 

道では、北海道森林整備担い手支援センターと連携し、新規

就業者を対象とした林業の基礎的な知識やチェーンソー等の安

全な操作技術の習得から、高性能林業機械の操作などの効率的

な施業に必要な技術・技能の習得まで、現場で働く方々が経験

年数に応じてキャリアアップできるよう段階的な研修の開催を

支援しました（資料 2-Ⅱ-14）。また、地域の林業就業者が実施

する研修への支援や森林作業に役立つ資格取得への助成を行い

ました。 

さらに、国の「緑の雇用」現場技能者育成推進事業等を活用しながら、現場技能者が間伐

や路網整備等を効率的に行えるよう段階的かつ体系的な林業従事者の育成に取り組んでいま

す（資料 2-Ⅱ-15）。 

高度伐倒技術実践研修 
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資料２-Ⅱ-14 林業担い手研修事業の研修概要 

区分 コース名 研修内容 R3 年度実績 

基礎Ⅰ 森林施業基礎 
刈払機安全衛生教育及び伐木等の業務に係
る特別教育等、森林作業の基礎的な知識や
技能を習得させるための集合研修 

受講者数 38 名 

基礎Ⅱ 森林施業実践 
林業現場で必要な実践的な知識や技術を習
得させるための集合研修 

受講者数 3 名 
（3 事業体） 

林業機械Ⅰ 林業機械操作 
現場作業で必要な高性能林業機械の操作技
術を習得させるための集合研修 

受講者数 10 名 
（7 事業体） 

林業機械Ⅱ 
高性能林業機械 
操作等技術 

高性能林業機械を活用して行う、現地の作
業条件に応じた伐出作業システムと路網開
設の設計及び施工ができる知識や技能を習
得させるための集合研修 

受講者数 8 名 
（6 事業体） 

伐木技術Ⅰ 
伐倒技術ワーク 
ショップ 

チェーンソーによる伐倒・枝払いなどの伐
倒技術や目立て技術等の習得を目的とした
ワークショップ 

受講者数 5 名 
（5 事業体） 

伐木技術Ⅱ 高度伐倒技術実践 
様々な現場条件に適応した安全な作業に向
けた、チェーンソーによる伐倒・枝払い技術
を習得させるための集合研修 

受講者数 4 名 
（4 事業体） 

現場管理Ⅰ 現場管理基礎 
森林整備を行うために必要な法令の知識や
効率的な森林管理を行うために必要な技術
を習得させるための集合研修 

受講者数 8 名 
（7 事業体） 

現場管理Ⅱ 現場管理実践 
林業現場の管理責任者に必要な実践的な知
識や技術を習得させるための集合研修 

受講者数 12 名 
（12 事業体） 

高度専門 
路網作設高度 
技能者育成研修 

作業道作設指針など森林作業道作設の基礎
的な知識や、ＩＣＴ等先端技術や高性能林
業機械を活用した応用土工など、高度な知
識・技術を習得させるための集合研修 

受講者数 4 名 
（4 事業体） 

※技能講習として、各種資格取得に係る経費を事業主へ助成 受講者数 103 名（37 事業体） 

 

資料２-Ⅱ-15 「緑の雇用」現場技能者育成推進事業の研修概要 

区分 研修内容 R3 年度実績 

林業作業士 

（フォレストワーカー）研修 

森林調査、造林、育林、伐倒、造材、集材、土場管

理、輸送管理など林業就業に必要な知識・技術・技

能を段階的に習得させるための研修 

研修生 82 名 

現場管理責任者 

（フォレストリーダー）研修 

担当する現場の効率的な運営を行うために必要な

知識・技術・技能を習得させるための集合研修 
研修生 40 名 

統括現場管理責任者 

（フォレストマネージャー）研修 

複数の現場を統括管理するために必要な知識・技

術・技能を習得させるための集合研修 
研修生 4 名 
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（北海道における林業労働力の確保の促進に関する基本計画の策定） 

道では、林業従事者の育成・確保を総合的に推進するため、「林業労働力の確保の促進に関

する法律」に基づき、林業事業体が行う雇用管理の改善等の目標及びこれらを推進するため

の施策などを定めた「北海道における林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を、5 年を

計画期間として策定してきたところですが、第 5 期計画が令和 3 年度で終期を迎えることか

ら、学識経験者や林業関係者等に参画いただいた検討懇談会やパブリックコメントによる道

民意見などを踏まえ、「林業従事者の育成・確保」、「労働安全の向上」、「林業事業体の経営体

質の強化」の三つを柱として令和 4 年度を始期とする第 6 期の基本計画を令和 4 年 3 月に策

定しました。 

今後、新たな計画に基づき、地域協議会などと連携した林業の魅力発信や、北森カレッジ

における人材育成と着実な就業・定着、さらには、高性能林業機械、安全装備などの導入支

援や、スマート林業の普及・定着など、林業担い手の育成・確保を総合的に推進していくこ

ととしています。 

（北森カレッジにおける人材の育成） 

道では、北海道の豊かな生態系をはぐくむ森林を守り、育て、将来の世代に引き継いでい

く、百年先を見据えた森林づくりを推進する「北海道森林づくり条例」の理念のもと、林業・

木材産業の即戦力となり、将来的に企業等の中核を担う地域に根差した人材を育成する教育

機関として、令和 2 年 4 月に「北海道立北の森づくり専門学院（略称：北森カレッジ）」を開

校しました。 

北森カレッジでは、労働安全教育はもとより、就業後すぐに現場で活かせる資格、技術の

習得や実践力の養成を重視したカリキュラムを通じて、本道の森林づくりを担う人材の育成

に取り組んでいます（資料 2-Ⅱ-16、事例 4）。 

令和 4 年 3 月には第 1 期生が卒業し、北森カレッジで身につけた知識や技術、仲間を財産

として、全道各地の林業・木材産業の現場で活躍しています。 
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資料２-Ⅱ-16 北森カレッジの概要及び教育目標 

名    称 
北海道立北の森づくり専門学院 
（略称：北森カレッジ） 

就学要件 

道内の林業関係企業等への就業 

を希望する 

・高校卒業程度の学力を有し、

・入学時に 40 歳以下の者場    所 旭川市 

運営形態 専修学校（専門学校） 修学期間 2 年間 

開    校 令和 2 年 4 月 学年定員 40 人 

教育目標 

林業・木材産業の即戦力となり、将来的に企業等の中核を担う地域に根差した人材
の育成 

【卒業認定の方針】 
(ディプロマ・ポリシー) 

 林業・木材産業の現場で必要な能力と数年間の現場

経験を積むことで習得する企業等の中核を担うため

の能力の基礎を身に付け、所定の科目を履修した学生

に卒業を認定 

【教育課程の方針】 
(カリキュラム・ポリシー)

 広大な北海道の地域特性を踏まえ、全道各地の林

業・木材産業について学ぶ講義や、多様なフィールド

を活用した実習を組み合わせたカリキュラムを編成 

【入学者受入の方針】 
(アドミッション・ポリシー)

林業・木材産業の専門的な知識・技術の習得に必要

となる知識・能力と主体的に学ぶ態度を有し、本道の

森林づくりへの意欲に溢れた多様な人材を道内外か

ら広く受入 

事例４ 北森カレッジでの長期就業実践研修の実施（北の森づくり専門学院） 

北森カレッジでは、2 年生を対象に就業に向けた実社会への適応力や、実践的な技術力の向

上を目的とした長期就業実践研修（インターンシップ）を道内各地の林業・木材産業関連企業

の協力により実施しました。

この研修は生徒と企業が3週間にわたる雇用契約を結ぶこと

により、生徒が賃金を受け取って現場で実際に働き、労働に対

する意識付けをするのが特徴です。

生徒からは、「チェーンソー伐倒や玉切り、枝払いをしっかり

行うことができ、技術や経験値の向上につながった」、「研修を

通じ、地域の雰囲気を知ることができた」などの感想があり、

生徒にとって就職後の姿を具体的にイメージする上で有意義

な研修となっています。

伐倒作業の技術指導 
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②林業従事者の確保・定着の促進  

（新規就業者確保の取組）  

道では、林業担い手の確保を進めるため、農業高校や大学、地元の林業事業体、市町村な

どが参画する地域林業担い手確保推進協議会（以下「協議会」という。）を、平成 28 年度に、

モデル地区として道内 5 地域（空知、渡島、上川、オホーツク、十勝）に、平成 30 年度まで

に道内 14 地域に設置し、林業の担い手確保に係る情報・課題の共有と、新規就業者の確保や、

通年雇用化の促進、就業環境の改善などの取組に支援しています（資料 2-Ⅱ-17）。 

新規就業者の確保に向けては、インターンシップなど就業体験の実施や、事業体の雇用条

件の改善などに向けた啓発をはじめ、林業の魅力を紹介する動画の配信やリーフレットの配

布、ＳＮＳ等による林業の魅力発信を行いました。 

また、通年雇用化に向けて、協議会において取組事例の情報共有や意見交換を行ったほか、

就業環境の改善に向けて、アシストスーツのモニター調査を通じて、植林作業などでの軽労

化の必要性や取組手法等の普及を図りました。 

さらに、一次産業への関心が薄い転職希望者などを対象に、首都圏における移住・転職イ

ベントでのＰＲや、全道各地の林業現場での作業や地域での暮らしを体験できるプログラム

を実施しました。そのほか、林業の働き方や暮らしを就業者自らが紹介するオンラインセミ

ナーを開催し、道内就業者が地域にいながら全国の人とつながるなど、コロナ禍において急

速に広まった非対面型のイベント手法を取り入れ、森林づくりを担う人材を道内外から幅広

く確保するための取組を進めました（事例 5）。 

 

資料２-Ⅱ-17 地域林業担い手確保推進協議会の令和 3 年度の主な取組  

協議会名 構成員 Ｒ3 の主な取組実績 

空知地域林業

担い手確保推
進協議会 

林業事業体、森林組合、市

町村、労働局、高校、森林
管理署、振興局など 40 者 

・岩見沢農業高校森林科学科生徒 2 年生 37 名を対象とした林業就業セミ
ナー、3 年生 12 名を対象とした林業就職説明会を開催 

・北森カレッジの地域見学実習、地域実践実習の受入、インターンシップ

の状況確認及び情報発信を実施 

石狩地域林業

担い手確保推
進協議会 

林業事業体、森林組合、市
町村、労働局、専門学校、

森林管理署、振興局など

25 者 

・北森カレッジのインターンシップへの協力 

・当別高校の進路ガイダンスにおいて、北森カレッジと共にＰＲを実施 

後志地域林業

担い手確保推

進協議会 

林業事業体、森林組合、市

町村、労働局、高校、森林

管理署、振興局など 33 者 

・ニセコ高校 2 年生 8 名を対象とした林業体験イベントを開催 
・就業希望者 2 名を対象とした「北海道林業就業体験 2021in ニセコエリ

ア」を開催 

・北森カレッジの地域見学実習・インターンシップへの協力及び生徒向け
地元 PR イベントを開催 

・管内 2 高校において、北森カレッジ学院説明会を開催・多目的造林機械

の実演体験会を(一社)北海道造林協会・胆振地域林業担い手確保推進協
議会と共催 

胆振地域林業

担い手確保推
進協議会 

林業事業体、森林組合、市

町村、労働局、高校、森林
管理署、振興局など 47 者 

・壮瞥高校１年生 24 名、厚真高校１年生 24 名を対象に林業体験バスツア

ーを実施 
・林業事業体等 13 名を対象に、林福連携の取組として「伊達養護学校見

学会」を実施 

・若手林業就業者の交流・研鑽の取組として「胆振林業青年部」が、
Woodsman Workshop LLC 水野代表を講師として伐倒研修会を開催 
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協議会名 構成員 Ｒ3 の主な取組実績 

 
日高地域林業

担い手確保推

進会議 

林業事業体等、森林組合、
町、労働局、教育局、森林

管理署、振興局など 21 者 

・えりも高校 1 年生 24 名が参加した「百人浜に学ぶ」に協力 

・「地元産業・企業魅力発見フェア（Web・振興局主催）」において富川高

校、静内高校及び静内農業高校の生徒計 7 名に林業・木材産業をＰＲ 
・北森カレッジ地域見学実習を受入及びインターンシップに協力・支援 

知内町地域産

業担い手対策

連絡協議会林
業部会 

林業事業体、森林組合、
町、高校、森林管理署、振

興局など 20 者 

・知内高校の生徒を対象としたソクラテスミーティングやインターンシ

ップを開催 

・町内の小学校において木育教室を開催 
・就業希望者等(3 組 4 名)を対象とした「北海道林業就業体験 2021in 知

内」の開催協力 

・北森カレッジの地域見学実習・地域実践実習・インターンシップへの協
力及び知内高校生を対象とした地域説明会を開催 

渡島地域林業
担い手確保推

進協議会 

林業事業体、森林組合、市
町、労働局、森林管理署、

振興局など 30 者 

・函館高校生徒 4 名を対象とした林業体験学習を開催 
・八雲高校生徒 74 名を対象とした農林漁業出前講座を開催 

・管内事業体等 47 名を対象とした多目的造林機械の実演体験会を（一社）

北海道造林協会と共催 
・北森カレッジの地域見学実習・地域実践実習・インターンシップへの協

力及び管内普通高校生を対象とした地域説明会を開催 

檜山地域林業

担い手確保推

進協議会 

林業事業体、市町村、森林

組合、労働局、森林管理

署、振興局など 25 者 

・檜山北・江差高校生を対象とした地元への就職を促進する「じもと×し

ごと応援フェア」に参加 

・北森カレッジの地域見学実習・地域実践実習・インターンシップへの協
力 

・管内事業体等を対象とした多目的造林機械の実演体験会を（一社）北海

道造林協会と共催 

上川地域林業

担い手確保推
進協議会 

林業事業体、森林土木事
業体、市町村、労働局、森

林管理署、高校、振興局な

ど 37 者 

・美深高校を対象とした林業の PR 活動の実施 

・旭川農業高校生徒を対象とした「林業技術現場体験学習」及び「就業体
験学習」等の実施 

・自衛隊退官予定者を対象した林業に関する説明会の開催 

・「上川林業ワカモノ会議」による研修会の開催及び北森カレッジの「林
業人講座」への出席 

・経営者向けセミナー「人事評価制度 ～導入の背景と社員に受け入れら

れるまでの経緯について～」の開催 
・インターンシップに係る情報発信 

宗谷地域林業

担い手確保推

進協議会 

林業事業体、森林組合、市

町村、労働局、教育機関、

森林管理署、振興局など

31 者 

・浜頓別高校主催の企業説明会に参加（2 年生：5 名） 

・各校で林業説明会を実施：稚内大谷高校 1 年生 71 名・稚内高校 1 年生

20 名 

・稚内北星学園大学 3･4 年生 25 名 

・稚内高校 1･2 年生 2 名を対象とした管内プレカット工場の林業企業見学

会を実施 

・協議会会員 6 名を対象とした「林業 PR 動画作成支援研修会」を実施 

・利尻高校主催の企業勉強会に参加（1・2 年生 18 名）し、2 名に北の森

づくり専門学院を説明 

オホーツク地

域林業担い手

確保推進部会 

林業関係団体、森林組合、

市町村、労働局、大学、森

林管理署、振興局など 25

者 

・東京農業大 2 年生・教員を対象とした林業総合学習(林業用種苗生産現

場視察、木材・木質資源利用の現場見学)について支援 

・北森カレッジの地域見学実習・インターンシップへの協力及び高校への

PR 活動 

十勝地域林業

担い手確保推

進協議会 

林業事業体、森林組合、市

町村、労働局、高校、森林

管理署、関係団体、振興局

など 42 者  

・帯広農業高校森林科学科の生徒を対象に、1 年生 35 名の枝打ち体験、木

材公共施設や製材工場見学及び 3 年生 34 名)森林整備や治山事業現場

見学を開催 

・管内高校の 1､2 年生 70 名を対象とした「とかち高校生林業・木材産業

セミナー」を開催 

・北森カレッジの地域見学実習や地域実践実習の受入協力 
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協議会名 構成員 Ｒ3 の主な取組実績 

釧 路 地 域 林

業・木材産業

担い手確保推

進協議会 

林業事業体、森林組合、市

町村、労働局、森林管理

署、振興局など 37 者 

・小中高大生を対象に出前講座や出張講義を実施 

・高校生を対象とした就業体験授業の実施 

・管内就業イベントへの参加を通じた林業・木材産業のＰＲを実施 

・ＳＮＳを活用した管内林業の魅力発信 

・人材確保・定着をテーマとした事業体に対するセミナーの実施 

・北森カレッジのインターンシップ及び地域見学実習の受入協力 

根室地域林業

担い手確保推

進協議会 

林業事業体、森林組合、市

町、森林管理署、振興局な

ど 13 者 

・林業の仕事や管内林業事業体を紹介するパンフレットを作成 

・標津高校 1～3 年生 13 名を対象に出前授業を実施 

・北森カレッジの地域見学実習・インターンシップへの協力 

 

事例５ プロモーション動画による林業のＰＲ（林業木材課） 

道内の農林漁業の担い手を首都圏などから幅広く確保するため、移住や転職などを検討して

いる方々にとって一次産業が新たな就業先の選択肢となるよう、農林漁業の仕事や生活をイメ

ージできるストーリー性のある動画コンテンツを制作し、YouTube で公開しました。 

動画は、道内 6 箇所にて主人公が旅をしながら農林漁業を紹介するストーリーで、林業について

は、夏の下草刈りや冬の伐倒作業の様子が、現場で働く方々との交流を通して描かれています。 

（森林整備担い手対策推進事業の取組）  

道では、「北海道における林業労働力の確保の促進に関する基本計画」に基づき、「北海道

森林整備担い手対策推進事業」により、林業従事者の育成・確保に取り組んでいます。 

令和 3 年度は、林業従事者の雇用の安定化を図るため、長期間就労する林業従事者に対す

る奨励金への支援をはじめ、新規参入者の通年雇用に取り組む事業主への奨励金の支給、さ

らには、労働環境の改善に向けた設備等の導入への助成など、林業への新規参入と定着に向

けた取組を実施しました（資料 2-Ⅱ-18）。 

Episode.2 夏編 

Episode.6 冬編 

公開動画から （厚真町での交流） 

公開動画から （津別町の造材現場視察） 
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また、将来の林業を担う人材の育成・確保を図るため、北海道林業機械化協会と連携して、

岩見沢農業高校・旭川農業高校・帯広農業高校の森林科学科の生徒を対象に「林業技術現場

体験学習」を実施しており、令和 3 年度は、高性能林業機械による森林施業の現場体験のほ

か木材加工施設の見学を行い、3 校合わせて 106 名の生徒が参加しました。 

さらに、道と協議会の主催により、林業事業体とハローワークが連携し、令和 3 年 12 月

に、岩見沢・帯広農業高校の森林科学科の生徒等を対象としたセミナーを開催したほか、ハ

ローワークによる「就職に向けた心構え」などについての講演や、参加事業体が個別に林業

の仕事を紹介する相談会を実施しました。 

このほか、道内の農業高校や専門学校で林業を学ぶ生徒や林業で働いている方などが、林

業現場で働く方々の姿を撮影し、その写真を就業説明会など各種イベントで展示する「森林

の担い手」写真コンクールを実施しました。 

こうした取組を通じて、林業従業者のモチベーション向上のほか、高校生や専門学校生の

林業への就業意欲増大、さらには一般道民の林業の仕事に対する理解促進を図っています。 

 

 

 

資料２-Ⅱ-18 「森林整備担い手対策推進事業」の主な取組 

事業の種類 内容 R3 年度実績 

林業担い手研修事業 
林業従事者の新規参入の促進や技術・技能の 

向上を図るための各種研修等の実施 
受講者数 88 名 

森林作業員就業条件 

整備事業 
就労長期化を図る奨励金の給付 奨励金支給 1,662 名 

新規参入定着支援事業 新規参入者の定着を図る奨励金の支給 14 事業体(18 名) 

林業労働環境整備事業 
労働環境を改善する施設・設備等の導入経費に 

対する助成 
安全装備等 783 点 

林業安全衛生活動促進

事業 

安全衛生に係る講習や作業現場の巡回指導など

の実施 
参加者 135 名 

 

１－３ 木材産業等の健全な発展  

（１）輸入材の価格高騰と輸入量の減少による林業・木材産業への影響 

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、国内外で経済活動の縮小が続いていましたが、

令和 3年 3月頃から、米国で戸建て住宅の着工が急増したほか、中国でも経済活動が急速に回復し、

木材需要が大幅に増加するなど、世界的に木材が不足しました。 

国内では輸入材の価格高騰や輸入量の減少により、いわゆる「ウッドショック」と呼ばれる状況

が発生し、本道においても道産建築材の需要が急激に高まり、道内の製材工場では、原木の不足感

が強まりました（資料 2-Ⅱ-19）。 

このため、令和 2 年 4 月から実施している、林業・木材産業関係団体や国（北海道森林管理局）、

道で構成する「北海道林業・木材産業 新型コロナウイルス対策に関する連絡会議」（以下「連絡会

議」という。）を令和 3 年度にはオンラインにより 3 回開催し、林業・木材産業の情勢の共有・分

析や必要となる対策などの検討を行いました。 

道では、連絡会議での検討等を踏まえながら、道産建築材の生産に必要な原木を安定的に供給す

るため、道有林において、立木販売時期を前倒ししたほか、素材生産業者に早期伐採・搬出の働き

かけを実施するなど、国有林を管理する北海道森林管理局と連携しながら木材需要の急増に対応し

ました。 

また、道内の木造住宅の建築材を供給するプレカット工場や、住宅建設を行う工務店が求める道

産木材の品質や量、価格などを把握するため調査を実施しました。 

道としては、引き続き関係機関と連携し、原木の安定供給に向けて取り組むとともに、道産建築

材の確実な供給を求めるプレカット工場等と長期の安定した需要を求める製材工場とのマッチン

グを促し、連携の強化を図るほか、道産建築材の生産能力の向上が図られるよう、木材乾燥施設等

の整備に支援を行うなど、道産木材を安定的に供給する体制の強化に取り組みます。 

資料２-Ⅱ-19 北海道の針葉樹製材の出荷量及び在荷量の推移   

 

        

  

      

（％） （千ｍ3） （％） （千ｍ3） 

（千ｍ3） （％） （％） （千ｍ3） 

出典：北海道水産林務部「木材需給情報」及び「製材工場動態調査」 ※令和４年 1月以降は速報値 
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１－３ 木材産業等の健全な発展  

（１）輸入材の価格高騰と輸入量の減少による林業・木材産業への影響 

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、国内外で経済活動の縮小が続いていましたが、

令和 3年 3月頃から、米国で戸建て住宅の着工が急増したほか、中国でも経済活動が急速に回復し、

木材需要が大幅に増加するなど、世界的に木材が不足しました。 

国内では輸入材の価格高騰や輸入量の減少により、いわゆる「ウッドショック」と呼ばれる状況

が発生し、本道においても道産建築材の需要が急激に高まり、道内の製材工場では、原木の不足感

が強まりました（資料 2-Ⅱ-19）。 

このため、令和 2 年 4 月から実施している、林業・木材産業関係団体や国（北海道森林管理局）、

道で構成する「北海道林業・木材産業 新型コロナウイルス対策に関する連絡会議」（以下「連絡会

議」という。）を令和 3 年度にはオンラインにより 3 回開催し、林業・木材産業の情勢の共有・分

析や必要となる対策などの検討を行いました。 

道では、連絡会議での検討等を踏まえながら、道産建築材の生産に必要な原木を安定的に供給す

るため、道有林において、立木販売時期を前倒ししたほか、素材生産業者に早期伐採・搬出の働き

かけを実施するなど、国有林を管理する北海道森林管理局と連携しながら木材需要の急増に対応し

ました。 

また、道内の木造住宅の建築材を供給するプレカット工場や、住宅建設を行う工務店が求める道

産木材の品質や量、価格などを把握するため調査を実施しました。 

道としては、引き続き関係機関と連携し、原木の安定供給に向けて取り組むとともに、道産建築

材の確実な供給を求めるプレカット工場等と長期の安定した需要を求める製材工場とのマッチン

グを促し、連携の強化を図るほか、道産建築材の生産能力の向上が図られるよう、木材乾燥施設等

の整備に支援を行うなど、道産木材を安定的に供給する体制の強化に取り組みます。 

資料２-Ⅱ-19 北海道の針葉樹製材の出荷量及び在荷量の推移   

 

        

  

      

（％） （千ｍ3） （％） （千ｍ3） 

（千ｍ3） （％） （％） （千ｍ3） 

出典：北海道水産林務部「木材需給情報」及び「製材工場動態調査」 ※令和４年 1月以降は速報値 
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（２）地域材の利用の促進 

① 地域材の需要拡大 

（建築物等における道産木材の利用の促進） 

道では、平成 22 年度に施行された「公共建築物における木材の利用の促進に関する法律」に基

づき、平成 23 年 3 月に「北海道地域材利用推進方針」を策定し、公共建築物における地域材の利

用の促進の基本的方向等を定めるとともに、市町村に対し同様の方針の策定について働きかけ、平

成 28 年 3 月末には、道内すべての市町村で地域材利用推進方針が策定されるなど、道内の公共建

築物での地域材の利用を促進してきました。 

このような中、国ではカーボンニュートラルやＳＤＧｓの実現などに向け、令和 3 年 10 月に「脱

炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を施行し、

法に基づく基本方針について見直したこところであり、それらを踏まえ、道では令和 4 年 3 月に

「北海道地域材利用推進方針」を改正し、建築物をはじめ工作物、各種製品など多様な分野での地

域材の利用を推進しています(事例 6)。 

公共建築物では、林業・木材産業構造改革事業等を活用して、これまで 78 市町村で 163 施設の

公共建築物の木造化・木質化を支援したほか、市町村が公共施設の木造・木質化を図る際の企画か

ら基本設計の段階を支援するため、技術的な相談窓口を設置するなど、木造・木質化の推進に向け

た支援を行いました。 

民間建築物では、建築材での道産木材の利用促進を図るため「道産建築材利用支援事業」を実施

したほか、令和 3 年 10 月には道産木材を使用した建築物を登録する「HOKKAIDO WOOD BUILDING」

登録制度を創設し、木製の登録証を施設内に掲示することなどを通じ、建築物の木造化・木質化に

ついて広く道民にＰＲを行いました（事例 7）。 

また、品質が確かな域材を使った家づくりを行う「北の木の家」建築推進業者と共に住宅での普

及啓発を行うなど、公共建築物のみならず住宅や事務所等の民間施設での道産木材の利用促進に取

り組んでいます。 

事例６ 道庁本庁舎 1 階ロビーの木質化（林業木材課） 

道では、木材利用の促進を図るため、令和 3 年度に道産木材を活

用し、道庁本庁舎 1 階ロビーの木質化を行いました。 

木質化にあたっては、トドマツやカラマツ、ナラなど北海道の多

様な木材を使用し、玄関付近に印象的なゲートやルーバーを配置し

たほか、イベントにも柔軟に対応できるよう家具などを極力移動式と

するとともに、自然と距離を保ちながらくつろぐことのできるブー

スやカウンターを設けるなど北海道の豊かな自然や新北海道スタイ

ルを踏まえた象徴的な空間となっています。 

今後、内装に道産木材を豊富に取り入れた北海道議会庁舎と併せ

て、シンボリックな木質空間として効果的にＰＲし、市町村の公共

施設や民間建築物の木造化・木質化へ波及させるよう取り組んでい

きます。 

カラマツルーバー（左） 

ＣＬＴゲート（右奥） 

木漏れ日カウンター(左) 

円形ブース(右) 
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事例７ 「HOKKAIDO WOOD BUILDING」登録制度の取組（林業木材課） 

道では、店舗や事務所などの建築物の木造・木質化を推進するとともに、「HOKKAIDO WOOD」ブラン

ドを強化するため、道産木材を利用した建築物を「HOKKAIDO WOOD BUILDING」として登録する制度を

創設しました。登録者には「HOKKAIDO WOOD」のロゴマークの付いた木製の登録証を交付し、施設内に

掲示することなどにより、連携して道産木材をＰＲしていただいています。 

令和 3 年 10 月１日には登録第１号となる「ザ ロイヤルパークキャンバス 札幌大通公園」に

ついて、知事より木製登録証を交付しました。その後、店舗、事務所、公共施設など令和 4 年 3

月末現在 17 件の建築物を登録しました。 

 

 

 

 

 

（地域材利用の意義の普及啓発や道産木材・木製品のＰＲ） 

 道産木材の利用は、建築物や家具等に長期間炭素を固定することによるゼロカーボンやＳＤＧs

などの環境への貢献のほか、森林資源の循環利用の推進に必要不可欠です。また、木材は鉄など他

の材料と比較して、調湿効果、衝撃緩和効果、断熱性などの面で優位性があるほか、ストレスの軽

減効果も確認されています。更に、木造建築は鉄筋コンクリート造など他の構造より建設・製造時

の二酸化炭素排出量が少ない特性があります。 

 道では、「HOKKAIDO WOOD」ブランドを活用して、こうした木の良

さや道産木材を利用する意義の普及啓発に努めており、令和 3 年

10 月に開催した「全国育樹祭」や、建設部と連携した「ほっかい

どう住宅フェア」、札幌市主催の「環境広場さっぽろ」など様々な

機会において道産木製品の展示やパネルによるＰＲなどを実施し

ました。 

 また、令和元年にタイアップ事業に関する連携協定を締結した

（株）竹中工務店北海道支店では、自社が手がける工事標識の一

部に「HOKKAIDO WOOD」のロゴマークを活用いただいたほか、三菱地所（株）が手がけ、「HOKKAIDO 

WOOD BUILDING」登録第 1 号となった高層ハイブリッド木造ホテルでは、ホテル利用者に対して道

産木材をふんだんに使った施設の魅力を普及ＰＲしていただくとともに、「HOKKAIDO WOOD」のパン

フレットを配布していただくなど、企業と連携した道産木材の魅力の発信にも取り組みました。 

   

工事標識の一部に 

「HOKKAIDO WOOD」ロゴを活用 

知事から登録証交付 登録第１号の「ザ ロイヤルパーク

キャンバス 札幌大通公園」 

(高層ハイブリッド木造ホテル) 「HOKKAIDO WOOD BUILDING」 

登録制度のＰＲ資料 
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② 地域材の新たな需要の創出 

（道産ＣＬＴの利用拡大） 

道では、道産ＣＬＴの利用拡大に向けて、平成 29 年 3 月に策定し

た「道産ＣＬＴ利用拡大に向けた推進方針」に基づき、産学官が連携

し、需要の創出・拡大と供給体制の整備に向けた取組を進めていま

す。 

令和 3 年度は、学識経験者や設計業者、試験研究機関等からなる

「木造建築の新技術に関する協議会」を 3 回開催し、道産ＣＬＴの利

用拡大に向けた検討や協議会で情報収集を行いました。 

需要の創出・拡大に向けて、道内では木造の施工実績が少ない 4 階

建ての集合住宅をモデルにＣＬＴ造とＲＣ造等を比較し、コストの比較分析や課題などを明らかに

する木造建築プランを作成したほか、設計者や施工者に向けて研修を開催しました。 

令和 4 年 3 月末現在、道内におけるＣＬＴを利用した建築物は、累計 40 件（うち自治体等 20 件、

企業等 20 件）となっており、役場庁舎や研修施設などの公共施設のほか、事務所などの民間施設

にもＣＬＴ利用の動きは確実に広がっています。 

（道産木材の新たな市場開拓） 

 道では、平成 30 年に道内の木材関連企業や団体、試験研究機関、道を構成員とした「道産木材

製品販路拡大協議会」を設置し、主に道外や海外に向けた道産木材製品の販路拡大の取組を進めて

います。 

協議会では、道産木材をＰＲするために新たなブラ

ンド「HOKKAIDO WOOD」を立ち上げ、ロゴマークやキャ

ッチフレーズ「木の質は、森の質。」を使用した関連グ

ッズなどのＰＲツールを作成して、道内はもとより、

道外・海外の展示会やイベントなどでオール北海道で

のプロモーション活動を進めています。令和 3 年度は、

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、オンライン

も活用したプロモーション活動を実施しました（事例

8）。 

また、「HOKKAIDO WOOD」のロゴマークは、協議会の

ホームページで一般公開し、趣旨に賛同する様々な分野の企業、団体、個人が無料で使うことがで

きるようになっており、令和 4 年 2 月現在、145 の企業・団体等からの使用届出を受けています。

こうした企業・団体等は、製品パッケージやパンフレット、ホームページやＳＮＳなど様々な場面

でロゴマークを活用しており、道産木材製品をＰＲし、利用を増やそうという気運が高まっている

ところです。 

協議会では、今後も、「HOKKAIDO WOOD」の認知度向上とブランド力の強化を図り、販路を拡大し

ながら、道産木材製品の新たな需要の創出につなげていきます。  

床材に使用した道産ＣＬＴ 

パンフレットと 

リーフレット 

ロゴマークと 

キャッチフレーズ 
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事例８ 道外・海外への販路拡大に向けた取組（林業木材課） 

道産木材製品販路拡大協議会では、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、オンラインも活用し

ながら、道外・海外への「HOKKAIDO WOOD」のプロモーション活動を行いました。 

道外向けの取組としては、建材専門の大手検索サイト内での

「HOKKAIDO WOOD」特設ページの設置により、道産木材製品の取扱い

企業をＰＲし、オンラインを通じた商談の機会の確保に取り組むとと

もに、ホームページやＳＮＳを活用して道産木材製品の魅力発信を行

いました。 

海外向けの取組としては、「HOKKAIDO WOOD」の公式ホームページを

中国語対応化したほか、ＳＮＳを活用し、台湾に向けた道産木材製品の

ＰＲを行いました。また、令和 3年 12 月に台湾で開催された「台北国

際建築建材及び産品展」に出展し、道内企業 4社 40 製品を展示しまし

た。令和 2 年度に引き続き、コロナ禍で海外渡航が制限される中、現

地スタッフとの連携のもと、オンラインで台湾の会場と各企業の担当

者をつなぎ、商談を行いました。 

③ 木質バイオマスのエネルギー利用の促進 

木質バイオマスは、大気中の二酸化炭素の増加に影響を与えないカーボンニュートラルな燃料で

あり、化石燃料の消費を抑制し、地球温暖化の防止にも貢献する再生可能な資源です。 

また、林内に放置された間伐材などの木質バイオマスをエネルギーなどに利用していくことは、

間伐などの森林整備や、雇用創出などの山村地域の振興にもつながる重要な取組です。 

このため、道では、地域の木質バイオマスを熱や電気などのエネルギーとして利用する取組を進

めています。 

（地域における利用設備の導入促進） 

木質バイオマスは、従来、製紙工場や木材

加工工場のボイラー燃料として利用されて

きましたが、近年は、公民館や小学校などの

公共施設のほか、温泉施設、クリーニング工

場など、様々な施設の暖房や給湯のためのボ

イラー燃料として利用が進んでいます。 

道内における令和 2 年度の木質バイオマ

スエネルギー利用量は、平成 28 年以降に整

備が進んだ木質バイオマス発電施設での利

用が急増しており、未利用材のほか、木製品

の製造過程で発生する製材工場端材、木造家

屋の解体材などの建設発生木材をあわせて、

約 146 万 m3に達しています（資料 2-Ⅱ-20）。 

オンラインでの商談 

台湾建材展の北海道ブース 

622 585 606 581 612 
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製材工場端材 建設発生木材 未利用材

資料２-Ⅱ-20 
木質バイオマスエネルギー利用量の推移 

出典：北海道水産林務部 
   「木質バイオマスエネルギー利用動向調査」 
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木質バイオマスの燃料の種類は、発電施設

や公共施設等の暖房や給湯のためのボイラー

では木材チップが使用されることが多く、取

扱いの容易さが求められる住宅や店舗向けの

ストーブやガス化発電施設では、木材を粉に

して円筒状に固めた木質ペレットが使用され

ています。 

道内における木質ペレットの生産施設は17

か所あり、令和 2 年度のペレット生産量は、

令和元年度に下川町においてガス化発電施設

が稼働したことから、平成 30 年度の 2.2 倍と

なる 1 万 4,404t と急増しています（資料 2-

Ⅱ-21）。また、ペレットストーブの導入状況は令和 2 年度末までに

推計 3,641 台となっています。 

道では、北海道木質ペレット推進協議会等と連携して、ペレット

ストーブや薪ストーブの設置やメンテナンス、燃料の手配などに関

する相談窓口をインターネット上に整備するとともに、イベントで

の普及ＰＲや、木質ペレットや薪の生産者や販売者の情報、店舗等

でのストーブの導入事例をホームページで紹介するなど、木質ペレ

ットや薪の熱利用の拡大を図っています。 

コラム 木質バイオマスエネルギー利用による二酸化炭素排出削減の取組（空知総合振興局） 

新十津川町では、土地面積の約 8 割を占める豊かな森林資源の有効活用として木質バイオマスエネ

ルギーの利用を検討し、施設の整備を進め、令和 3 年度に木質バイオマス燃料を利用した新十津川町

熱供給センターが完成し、本格的に稼働を開始しました。 

熱供給センターでは、町内の山林から産出されたトドマツ間伐材などを、町内の工場が加工した燃

料用チップを使用し、新十津川町ふるさと公園にあるスポーツセンター、温水プール、宿泊施設へ一

括した熱供給を行い、エネルギーの地産地消による二酸化炭素の削減や地域内経済の活性化を目指し

ています。 

熱供給センターにおけるチップの年間使用予定量は 5 千 m3 となっており、二酸化炭素の年間削減

想定量は 769t-CO2／年となっています。 
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出典：北海道水産林務部「木質ペレット製造施設調査」 

資料２-Ⅱ-21 木質ペレット生産量の推移 

イベントでの普及ＰＲ 

新十津川町熱供給センター 木質バイオマスボイラー 木質バイオマス燃料 

（チップ） 
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（木質バイオマスの安定供給体制の構築） 

平成 24 年に国の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まり、木質バイオマスを燃料

とする発電施設が道内各地で稼働を開始したことから、木質バイオマスの利用が増加しており、令

和 2 年度は発電用燃料として約 85 万 m3の未利用材が利用されています。 

こうした発電用燃料の需要に対し、既存の木材利用に影響を及ぼさないように配慮しながら、林

地未利用材等の木質バイオマスを安定的に供給していく必要があることから、道としては、伐採や

植林などの森林整備を計画的に進めるとともに、路網の整備や高性能林業機械の導入を支援するほ

か、地域の林業・木材産業関係者などへ林地未利用材を効率的に集荷・搬出する取組を促すなど、

木質バイオマスの安定供給体制の構築に取り組んでいます。 

令和 3 年度は、釧路地域において、林地未利用材の集積拠点の効果的なあり方やコストの削減効

果を検証し、検証結果の普及を図ったほか、林地未利用材の集荷・搬出を行っている事業体の取組

事例を登録林業事業体研修会等において紹介し木質バイオマスの利用推進に努めました（事例 9）。 

事例９ 林地未利用材の集荷・搬出を促進する普及啓発の取組（林業木材課） 

道では、林内に少量分散している林地未利用材を効率的に集荷・搬

出するために、一時的に集積する拠点の効果的なあり方や設置した場

合のコスト削減効果などについて検証する「低コスト集荷・搬出拠点

効果検証事業」を行いました。 
令和 3 年度は、林地未利用材の有効活用を進めている白糠町と

厚岸町内に集積拠点を設定し、周辺の森林で発生した林地未利用

材の集荷・搬出作業のコスト検証を行い、集積拠点の設置効果を明ら

かにするとともに、地域関係者（国、市町村、林業関係者など）を対

象とした検討会を開催し、検証結果や地域における集積拠点のあり方

について意見交換を行いました。 

（３） 木材産業の競争力の強化 

① 品質・性能の確かな製品の供給体制の構築 

道では、建築材などの付加価値の高い製品の安定供給を促進するため、品質・性能の確かな製品

の生産施設や地域材の利用を拡大する加工施設等の整備に対して支援しているほか、道産建築材の

供給力強化に向けた課題解決のための検証取組を実施しています。 

令和 3 年度は、利用期を迎えたカラマツやトドマツなどの人工林材を加工するプレカット工場な

どの施設整備に対し、合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業で 1 施設、林業・木

材産業構造改革事業で 2 施設に支援を行い、木材の割れや狂いを抑えるために必要な乾燥施設の導

入を促進するなど、付加価値が高く、品質の優れた製品の生産・供給体制の整備に向けた取組を進

めました。 

また、付加価値の高い道産建築材の安定供給に向け、製材工場とツーバイパネル工場が連携し、

道産ドドマツツーバイ材の活用に向けた歩留まり向上、製造コスト低減のための検証を行いました。 

林地未利用材の集荷作業 

検討会での意見交換 
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② 生産規模に応じた加工・流通体制の整備 

道では、大規模・高効率な合板・製材工場等の整備及び複数の中小規模の木材加工流通施設にお

ける水平連携を進めるなど、生産規模に応じた加工・流通体制の整備に対して支援しています。 

令和 3 年度は規模拡大により生産性向上や低コスト化を図る製材工場などに対し支援を行いま

した。 

③ 産地等の明確な道産木材・木製品の安定供給 

地球規模での環境保全や持続可能な森林経営を推進する上で、極めて重要な問題と位置付けられ

ている違法伐採問題に対処するため、我が国では、平成 18 年に国が定めた「グリーン購入法基本

方針」において、国等が発注する事業等においては合法性や持続可能性が証明された木材（以下「合

法木材」という。）を調達することが明記されています。道においても、平成 18 年度より、道の発

注事業や調達物品等については、国と同様に合法木材を調達することとしています。 

また、平成 29 年 5 月には「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（クリーンウッ

ド法）」が施行され、木材関連事業者が取り扱う木材等については「合法性の確認」等の合法伐採木

材等の利用を確保するための措置を実施することとされました。この措置を適切かつ確実に行う木

材関連事業者は、国に登録された第三者機関の登録を受けることにより「登録木材関連事業者」の

名称を使用できることになっています。登録木材関連事業者は令和 4 年 2 月末時点で全国で 578 事

業者、道内では 42 事業者が登録されており、道では、この制度が適正かつ円滑に運用されるよう、

関係団体と連携しながら登録の促進に取り組んでいます。 

④ 需要と供給のマッチングの推進 

（原木需給情報の共有） 

道では、平成 26 年度から原木需給のミスマッチの解消に向けて、製材工場の原木在庫量などの

需要者側の情報を素材生産者など供給者側に提供する「原木及び木製品の流通見通し調査」を実施

しているほか、平成 29 年度から北海道森林管理局の「素材生産動向調査」と道の「原木及び木材

製品の流通に関する見通し調査」を一元化し、道のホームページで四半期ごとに「道内の木材需給

の見通し」として、わかりやすくイラストやエリアごとの情報を提供するなど、原木需給のミスマ

ッチ解消に効果的な情報提供に取り組んでいます。 

（森林資源に関する情報発信） 

道内のカラマツ、トドマツなどの人工林が利用期を迎える中、地域の森林･林業･木材産業関係企

業などから、樹種ごとの伐採や植栽の計画量や今後の森林資源の推移などの情報を求める要望が高

まっています。 

このため、道内 13 の森林計画区ごとに、今後 10 年間の伐採計画量や造林の計画量と森林資源の

推移を推計し、その情報を道のホームページで公表しています。 

＜森林資源予測に関する情報＞ 

http://www.pre.hokkaido.lg.jp/sr/srk/82307.html 

（行き方）道庁ホーム＞水産林務部＞林務局森林計画課＞森林資源予測に関する情報 

   

（協定等に基づく間伐の実施） 

道では、国の木材製品国際競争力強化対策交付金事業を活用し、供給者と需要者との協定締結に

よる、原木の安定的な供給を推進しています。令和 3 年度は本事業の活用により、827ha の間伐を

実施し、製材工場等への原木の安定供給に努めました。 

（平成 30年北海道胆振東部地震被災木の有効利用） 

平成 30 年 9 月に発生した北海道胆振東部地震では、胆振東部地域を中心に大規模な林地崩壊が

発生し、道路や農地などに大量の倒木等が流出しました。被災地の復旧工事等を円滑に進めるため、

倒木等を効率的に撤去するとともに、有効利用を進める体制を構築するため、工事発注者の道、国

（北海道開発局）、厚真町、安平町と、有効利用に協力する民間事業者との間で、平成 31 年 3 月に

「北海道胆振東部地震により発生した倒木等の有効利用に関する協定」を締結しました（安平町は

令和元年 9 月より参加）。 

本協定に基づき復旧現場等から撤去した被災木のうち、丸太は主に製材や製紙用チップに、枝条

等は燃料や敷料に加工されるなど、令和 3 年 12 月までに約 11 万 4 千 m3の木材が地域の木材産業

の原材料等として有効に利用されています。 

⑤ 木材産業の経営の安定・強化 

道では、木材の生産・加工・流通を行い、知事から合理化計画等の認定を受けた方を対象に、金

融機関を通じて経営の合理化や事業規模の拡大に必要な運転資金を低利で貸し付ける「木材産業等

高度化推進資金」を設けています。令和 3 年度は、道内の 50 事業体に原木調達用などの資金提供

を行っています。 

道では、施設整備や機械の導入に対する無利子の「林業・木材産業改善資金」とあわせ、これら

の融資制度を効果的に活用促進し、木材産業等の経営の安定・強化を図っています。 

（４）特用林産物の生産の振興  

① きのこ、木炭など特用林産物の生産振興 

北海道の豊かな森林資源を背景に生産されるきのこ類、山菜類、木炭などの特用林産物は、令和

2年の道内の林業産出額の約28％を占めており、農山村地域等における雇用や収入の確保に大きな

役割を果たしていますが、今後の生産振興には、需要拡大と安定供給を両輪として推し進めること

が必要です。 

このため道では、平成29年度に策定した「北海道特用林産振興方針」に基づき、関係団体と連携

しながら特用林産物の生産の振興を推進しています。令和3年度は新型コロナウイルス感染症の拡

大の影響により、例年行っている生産者団体主催イベントは全て中止となりましたが、道では、令

和3年10月に道内で開催された「第44回全国育樹祭」での特用林産物のＰＲなど、需要拡大に向けた

取組を行いました。また、きのこや木炭の生産者が毎年原木調達に苦慮していることから、令和3年

度は原木生産事業者に対し、原木の供給可能な事業者や山林等の調査を行い、収集した情報を生産

者へ提供しました。 

（きのこ類の生産）  

令和2年の本道におけるきのこ類の総生産額は約104億円で、特用林産物生産額の約96％を占めて

いますが、きのこ類の生産量、生産者数はともに、3年連続で前年を下回る数字となりました。 
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（協定等に基づく間伐の実施） 

道では、国の木材製品国際競争力強化対策交付金事業を活用し、供給者と需要者との協定締結に

よる、原木の安定的な供給を推進しています。令和 3 年度は本事業の活用により、827ha の間伐を

実施し、製材工場等への原木の安定供給に努めました。 

（平成 30年北海道胆振東部地震被災木の有効利用） 

平成 30 年 9 月に発生した北海道胆振東部地震では、胆振東部地域を中心に大規模な林地崩壊が

発生し、道路や農地などに大量の倒木等が流出しました。被災地の復旧工事等を円滑に進めるため、

倒木等を効率的に撤去するとともに、有効利用を進める体制を構築するため、工事発注者の道、国

（北海道開発局）、厚真町、安平町と、有効利用に協力する民間事業者との間で、平成 31 年 3 月に

「北海道胆振東部地震により発生した倒木等の有効利用に関する協定」を締結しました（安平町は

令和元年 9 月より参加）。 

本協定に基づき復旧現場等から撤去した被災木のうち、丸太は主に製材や製紙用チップに、枝条

等は燃料や敷料に加工されるなど、令和 3 年 12 月までに約 11 万 4 千 m3の木材が地域の木材産業

の原材料等として有効に利用されています。 

⑤ 木材産業の経営の安定・強化 

道では、木材の生産・加工・流通を行い、知事から合理化計画等の認定を受けた方を対象に、金

融機関を通じて経営の合理化や事業規模の拡大に必要な運転資金を低利で貸し付ける「木材産業等

高度化推進資金」を設けています。令和 3 年度は、道内の 50 事業体に原木調達用などの資金提供

を行っています。 

道では、施設整備や機械の導入に対する無利子の「林業・木材産業改善資金」とあわせ、これら

の融資制度を効果的に活用促進し、木材産業等の経営の安定・強化を図っています。 

（４）特用林産物の生産の振興  

① きのこ、木炭など特用林産物の生産振興 

北海道の豊かな森林資源を背景に生産されるきのこ類、山菜類、木炭などの特用林産物は、令和

2年の道内の林業産出額の約28％を占めており、農山村地域等における雇用や収入の確保に大きな

役割を果たしていますが、今後の生産振興には、需要拡大と安定供給を両輪として推し進めること

が必要です。 

このため道では、平成29年度に策定した「北海道特用林産振興方針」に基づき、関係団体と連携

しながら特用林産物の生産の振興を推進しています。令和3年度は新型コロナウイルス感染症の拡

大の影響により、例年行っている生産者団体主催イベントは全て中止となりましたが、道では、令

和3年10月に道内で開催された「第44回全国育樹祭」での特用林産物のＰＲなど、需要拡大に向けた

取組を行いました。また、きのこや木炭の生産者が毎年原木調達に苦慮していることから、令和3年

度は原木生産事業者に対し、原木の供給可能な事業者や山林等の調査を行い、収集した情報を生産

者へ提供しました。 

（きのこ類の生産）  

令和2年の本道におけるきのこ類の総生産額は約104億円で、特用林産物生産額の約96％を占めて

いますが、きのこ類の生産量、生産者数はともに、3年連続で前年を下回る数字となりました。 
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総生産量は令和元年より 486 トン少ない 1 万 7,136 トンで、前年を下回りました。 

品種別生産量は、生しいたけが 5,424 トンで最も多く、次いでえのきたけとなっており、3 位の

ぶなしめじと合わせて、これら 3 品目で全道生産量の約 70％を占めています（資料 2-Ⅱ-22）。ま

た、都道府県別の総生産量では第 4 位となっており、全国の品種別順位は、たもぎたけが第 1 位、

生しいたけが第 2 位、なめこ、まいたけ、えのきたけが第 5 位、エリンギが第 6 位と上位に位置し

ています。 

（山菜類の生産） 

近年、自然食品や健康食品ブームによ

り、山菜類への関心は高まりを見せていま

すが、原料を輸入品に大きく依存している

ことなどから、安全・安心を重視した取組

の重要性が増しています。 

道内で生産されている主な山菜類は、ふ

き、ギョウジャニンニク、ねまがりたけ、

わらび、うどで、令和2年の生産量では、こ

のうち、ふきが最も多く、627トンで、主な

山菜類の総生産量の約97％を占めていま

す（資料2-Ⅱ-23）。 
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資料２-Ⅱ-22 きのこ類の生産量の推移
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資料２-Ⅱ-23 山菜類の生産量の推移
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出典：北海道水産林務部「北海道特用林産物生産統計調査」 

出典：北海道水産林務部「北海道特用林産物生産統計調査」 

（木炭の生産） 

木炭は、安価な外国産輸入木炭の増加

の影響と、高齢化、後継者不足による生

産者の減少のため、国産は減少傾向にあ

り、生産量は令和2年が819トンで、4年連

続前年を下回っています（資料2-Ⅱ-24）。 

 

 

 

 

（薪の生産） 

近年、家庭用の薪ストーブやレストラ

ン等の業務用ピザ窯、パン窯等で薪が利

用されているほか、温泉施設に薪ボイラ

ーが導入されるなど、薪を利用する施設

が増加しています。 

生産量については令和元年では前年を

下回ったものの、令和 2 年の生産量は 1

万4,012ｍ3と直近4年を上回りました（資

料 2-Ⅱ-25）。 

また、道では、薪の生産施設の整備に対

する支援を行い、供給量の増加を図るとともに、ホームページ上で薪の生産量や販売情報の発信、

イベントで薪ストーブを展示するなど、薪の利用拡大に向けた取組を行っています。 
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資料２-Ⅱ-25 薪の生産量の推移
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出典：北海道水産林務部「北海道特用林産物生産統計調査」 

出典：北海道水産林務部「北海道特用林産物生産統計調査」 
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（木炭の生産） 

木炭は、安価な外国産輸入木炭の増加

の影響と、高齢化、後継者不足による生

産者の減少のため、国産は減少傾向にあ

り、生産量は令和2年が819トンで、4年連

続前年を下回っています（資料2-Ⅱ-24）。 

 

 

 

 

（薪の生産） 

近年、家庭用の薪ストーブやレストラ

ン等の業務用ピザ窯、パン窯等で薪が利

用されているほか、温泉施設に薪ボイラ

ーが導入されるなど、薪を利用する施設

が増加しています。 

生産量については令和元年では前年を

下回ったものの、令和 2 年の生産量は 1

万4,012ｍ3と直近4年を上回りました（資

料 2-Ⅱ-25）。 

また、道では、薪の生産施設の整備に対

する支援を行い、供給量の増加を図るとともに、ホームページ上で薪の生産量や販売情報の発信、

イベントで薪ストーブを展示するなど、薪の利用拡大に向けた取組を行っています。 
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出典：北海道水産林務部「北海道特用林産物生産統計調査」 

出典：北海道水産林務部「北海道特用林産物生産統計調査」 
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