
地材地消と森林整備の推進

～空知森づくり交流会の開催～ 空知総合振興局森林室

ＩＣＴ等を活用した森林整備の推進

～効果的な普及指導に向けた取組～ 　　石狩振興局森林室

森林施業プランナーと連携した施業集約化の推進

～戸別訪問による森林所有者の経営意欲向上に向けた取組～ 後志総合振興局森林室

胆振東部地震により被災した森林の再生を目指して

～胆振東部地区山つくり講座の開催～ 胆振総合振興局森林室

地域の林業事業体と連携した林業担い手確保の取組

～インターンシップ活動の支援～ 　　日高振興局森林室

適切な森林管理体制の構築に向けた取組

～市町職員への技術向上研修の実施～ 渡島総合振興局東部森林室

道南スギの利用促進に向けた取組

～道南スギ利用施設構造見学会の開催～ 渡島総合振興局西部森林室

　　檜山振興局森林室

檜山北部のヒバとスギに係る施業技術の習得

   ～森林計画実行管理技術研修会の開催～

森林施業の軽労化による計画的な森林整備の推進

～森林計画実行管理技術研修会の開催～ 上川総合振興局南部森林室

無間伐・間伐遅れ林分解消に向けた集約化施業の検討

～森林計画実行管理技術研修の開催～ 上川総合振興局北部森林室

無間伐林分の解消に向けた取組

～留萌森づくり交流会の開催～ 留萌振興局森林室

地域特性に応じた施業技術の習得に向けた取組

～宗谷地区森林計画実行管理技術研修会の開催～ 宗谷総合振興局森林室

山行苗の育苗技術の習得に向けて

～森林施業技術研修会の開催～ オホーツク総合振興局東部森林室

人工林材の高付加価値化及び地域材の需要創出の取組

～森林計画実行管理技術研修会の開催～ オホーツク総合振興局西部森林室

造林事業事務の効率化・省力化に向けた普及指導

～UAV(ドローン)を活用した林況の把握～ 十勝総合振興局森林室

エゾシカの森林被害対策の取組

～釧路森づくり交流会の開催～ 釧路総合振興局森林室

中標津町での地域材利用促進の取組

～木造牛舎構造見学会の開催～ 根室振興局森林室

令和元年度　林業普及指導活動事例集



○芦別市で取り組んでいるカラマツ材を活用した市営住宅の見学と合わせて、指導林家か
ら森林施業を学ぶ「空知森づくり交流会」を開催した。
【日 時】令和元年11月５日（火）12：30～15：30
【場 所】①芦別市有林（51林班22小班）②芦別市営住宅（芦別市北６条西４丁目）
【主 催】空知総合振興局森林室、北海道森林組合連合会
【参加者】市町林務担当者、森林組合、指導林家、青年林業士等 （合計45名）
【内 容】地材地消に向けた森林施業について（横田五郎指導林家）

芦別市における地材地消の取り組みについて（芦別木材協会 永野専務理事）
カラマツ公営住宅の概要について（日新建設(株) 宗方代表取締役）

○現地検討会及び住宅見学会を通じて、森林整備の必要性や地材地消の意義について理解
を深めることができた。

○指導林家が実践する森林施業の現地検討により、市町林務担当職員の森林・林業に関す
る技術・知識の向上を図ることができた。

地材地消と森林整備の推進
～空知森づくり交流会の開催～

空知総合振興局森林室

活動内容

活動の成果

○「地材地消」の推進のため、公共施設
等の木質化に向けたＰＲが必要。

○市町林務担当職員や森林組合職員の森
林・林業に関する技術・知識の更なる
向上が必要。

○今後も各市町等へ、木材利用事例等に関
する情報提供を実施する。

○市町林務担当職員等を対象に、森林・林
業に関する技術・知識の習得に向けた研
修会等を実施し、森林整備を推進する。

○地材地消と森林整備を推進する。
○市町有林の適切な整備に向けて、市町林
務担当職員の森林・林業に関する基礎的
な技術・知識の向上を図る。

今後の課題 展開方法

背景 目的

森林施業技術の検討 カラマツ住宅の概要説明 カラマツ住宅視察

○空知管内のカラマツ人工林はⅩ齢級以上
の高齢級が61%を占め、利用期を迎えて
いる。また、未整備森林が65％と多い。

○市町林務担当職員は、経験年数が浅く森
林・林業に関する技術・知識が不足して
いる。



○令和元年度の森林整備推進の取組対象地区として石狩市を設定。
○森林整備を効率的に推進するためのオルソ画像（ＵＡＶ連続写真から作成）を活用した
資料の作成（所有者への説明、森林計画図の修正にも活用）。

○森林整備の必要性をＰＲするためのリーフレット作成・配布（300部）。
○森林経営計画認定事務など研修会等により、経験の浅い市職員に対して支援実施（2名）。
○重点地区所有者訪問でのＶＲ(バーチャルリアリティー)の活用による林分状況説明。

○所有者訪問の際に、簡易ＶＲ（スマートフォン）を使用し、所有林の現状を説明したこ
とで、高齢で何年も所有林に行くことの出来なかった方から、感謝されるとともに手入
れ不足であることを自覚し、森林整備の実施に繋がった（12.62ha）。

○ＩＣＴ等を活用し、森林整備の必要性をＰＲした結果、森林所有者から理解を得られ、
森林経営計画200ha の上積みを達成できた。

ＩＣＴ等を活用した森林整備の推進
～効果的な普及指導に向けた取組～

石狩振興局森林室

活動内容

活動の成果

○管内の森林所有者は資産目的での保有
が多く、森林整備への関心が低い傾向
にある。

○その影響から森林経営計画の認定率が
全道平均より低い(全道69%、石狩44
％)。

○ＵＡＶ等の活用は、森林整備への関心
を高めるため今後も有効な手段である
が、継続的手段とするためには、普及
課職員間の技術の継承・定着が必要。

○認定面積の増加に合わせた施業集約化
団地の設定支援が必要。

○ＵＡＶ等の職場内操作研修の実施と、調
査等での実践的な操作経験の確保に努め
操作・活用技術の継承・定着を図る。

○森林組合と連携した戸別訪問等を実施し
団地樹立に向けた取組を図る。

○森林整備への関心を高め、森林経営計画
参加の促進による森林整備の推進。

今後の課題 展開方法

背景 目的

簡易ＶＲによる林分状況説明 森林整備ＰＲリーフレット 森林経営計画認定事務研修



○森林組合と連携して喜茂別町内に施業推進団地を設定し、対象森林所有者へ列状間伐等
による低コスト施業や木材需給等に関する情報提供のほか、林分診断に基づく所有山林
の具体的な集約化施業の提案を実施した。
①地域の資源状況や施業履歴等をＧＩＳ等により可視化し、対象林分及び対象者（森林
経営管理制度に係る意向調査の候補者）を抽出し、施業推進団地を設定。

②森林施業プランナーと連携して対象者11人への戸別訪問を実施し、林業経営関心度の
把握及び各種情報提供を行うとともに、森林整備の必要性の理解促進を図った。結果、
７人の対象者が所有山林の現況を把握するための現地調査を承諾。

③７人の対象者が所有する36林分のうち、間伐等の森林整備が必要な10林分の現地調査
を実施し、森林施業プランナーと協議の上、調査結果に基づき林況及び森林施業プラ
ンを明示した林分診断書等を作成。

④森林施業プランナーと連携して対象者７人への戸別訪問を実施し、林分診断書等によ
る施業提案及び施業推進を実施。

○森林施業プランナーと連携して対象者への施業提案等を実施した結果、森林整備に対す
る理解が図られ、約22ｈａの間伐及び主伐・再造林の施業推進、森林経営計画への加入
促進（42ha）に繋がった。

森林施業プランナーと連携した施業集約化の推進
～戸別訪問による森林所有者の経営意欲向上に向けた取組～

後志総合振興局森林室

活動内容

活動の成果

○人工林資源が利用期を迎えている。
○適切な森林整備が進んでいない人工林
が散見される。

○地域では、集約化を踏まえた森林施業
プランの作成・提案に至っていない。

○森林経営計画に基づく計画的な間伐及
び主伐・再造林の実施が必要。

○森林施業プランナー等と連携した更な
る集約化施業の推進が必要。

○森林施業プランナーのほか、指導林家
や林業グループとの連携により、森林
経営計画への加入促進及び林分診断書
等による施業推進を実施。

○主伐・再造林を主体とした森林資源の
循環利用の促進。

○森林整備の必要性の理解促進。
○具体的な施業提案による経営意欲向上。
○森林施業プランナーと連携した施業集
約化の推進。

今後の課題 展開方法

背景 目的

戸別訪問による森林施業の理解促進 林分診断書等に基づく施業提案 提示した林分診断書



○令和元年10月29日（火）に厚真町内において、胆振東部地震被災森林の復旧方法を検討
するため、胆振東部地区の実行管理推進チーム構成員等を対象に研修会を開催した。

○研修会には、市町担当者、森林組合、指導林家、森林所有者、林業事業体、胆振東部森
林管理署、胆振総合振興局林務課など37名が参加。
【研修内容】
室内：「胆振東部地震による森林被害と復旧事業の概要」と題し、森林被害の実態や

復旧作業を進めるにあたっての問題、課題解決に向けた取組状況を説明。
現地：令和元年度に森林組合が実施した特殊地拵（被害木整理）箇所と道総研林業試

験場に委託して造成した植栽実証試験地を視察し、意見交換を行った。

室内研修 特殊地拵箇所視察 植栽実証試験地視察 熱心な意見交換

○被災森林の復旧に向けて、道をはじめとする関係機関の取組内容が理解されたとともに、
取組を進めるためには治山・砂防事業との調整や、早期の路網復旧による特殊地拵等の
事業を推進する必要があるとの共通認識が図られた。

胆振東部地震により被災した森林の再生を目指して
～胆振東部地区山つくり講座の開催～

胆振総合振興局森林室

活動内容

活動の成果

○胆振東部地震により厚真町を中心に４
千 ha を超える森林被害が発生した。

○道や被災３町をはじめとする関係機関
が連携・協力して被災した森林の再生
に向けた取組が進められている。

○計画的な路網復旧・開設を進めるとと
もに、連動して被災森林の復旧及び残
存林分における森林整備を進めること
が必要。

○町や森林組合と連携した路網開設計画の
作成支援と実行管理。

○路網開設の進捗状況に連動した利用区域
内の森林所有者に対する施業提案と情報
の提供。

○被災地域の林業関係者が集まり、森林被
害の実態や復旧事業を進めるために、課
題を共有し、復旧方法の検討により、被
災した森林の再生及び林業の復興に繋げ
る。

今後の課題 展開方法

背景 目的



展開方法

○管内の各町や教育局、ハローワークほか林業関係団体で組織する「日高地域林業担い手
確保推進協議会」では、地域の学生を対象とするインターンシップや、児童等を対象と
した地域イベントにおいて、森林･林業を理解してもらう取組を実施している。

○令和元年度は、えりも町と浦河町の高校生を対象に、林業が就業の選択肢となるよう地
域林業の魅力を体験できるプログラムにより、事業体と協力し、インターンシップを実
施した。

【えりも高等学校インターンシップ】〔令和元年6月12日～13日(2日間)、生徒:2年生2名〕
【浦河高等学校インターンシップ】〔令和元年6月19日～21日(3日間)、生徒:2年生5名〕
森林室では、プログラムの作成ほか、学校と受入れ事業体との調整や実習支援を行った。
◆林業の基礎知識、事業体の概要説明 ◆体験実習(山林：植付、下刈り、枝打ち)
◆製材工場での作業体験(魚箱の製造) ◆高性能林業機械による伐採現場見学 など

○インターンシップの実施により、受入れ事業体の新規就業者獲得に向けた取組意識の向
上に繫がった。

○参加した生徒から、「林業が進路の選択肢として知ることができた」などの意見があり、
体験を通じて身近な地域の産業である漁業と林業の繋がりについて理解が深まった。

地域の林業事業体と連携した林業担い手確保の取組
～インターンシップ活動の支援～

日高振興局森林室

活動内容

活動の成果

○新規就業者の定着率が低いため、世代交代が
難しく、また、林業従事者の高齢化や技術の
継承が危惧される状況。

○一次産業への関心や地元志向の高まりはある
が、林業という「仕事」を知る機会が少ない。

○受入れ事業体の実績が東部地域に限ら
れていることから、今後、日高地域全
体の取組となるよう、受入れ事業体の
積極的な参画に向けて推進が必要。

○他地域の高等学校へのアプローチを行う。

○インターンシップ等の受入れ事業体の確
保と担い手育成に向けた取組の強化を図
る。

○日高地域林業担い手確保推進協議
会と連携し、林業担い手の育成･
確保を図る。

○林業事業体へのインターンシップ
受入れの促進及び活動の支援。

背景 目的

魚箱の組み立て作業の体験 安全指導を受ける実習生

今後の課題

植付作業の体験



○森林経営管理制度の対応や森林環境譲与税を活用した事業の実施など業務が多様化、増
大化する市町職員を対象に、令和元年度市町村職員技術向上支援事業の一環として、技
術向上に向けた普及指導活動を展開した。
【日 時】令和2年1月31日（金）15:00～ ほか1回
【場 所】八雲町役場会議室 ほか１会場
【参加者】2市5町15名、渡島総合振興局林務課3名、東部森林室普及課4名 計22名
【内 容】①森林調査簿について：森林整備を実施する上で欠かせない森林調査簿につ

いて、基本的な位置づけや内容の再確認と林地台帳の作成に伴う記載事項
の変更について説明を行った。

②伐採及び伐採後の造林の届出について：管内では森林経営計画に基づかな
い伐採が増加し、伐採跡地が年々増えている。このため、伐採届、森林の
状況確認（伐採前や伐採後の現地確認等）に対して適切に対応することで、
円滑な再造林の推進を行うとともに、照査データを提出する重要性につい
て説明を行った。

研修を受講する参加者 講義する林業普及指導員

○市町村森林整備計画実行管理推進チーム会議の終了後に本研修会を開催することによ
り、多忙な市町職員が出席しやすい環境で効果的な研修を実施するができた。

○林務行政において日頃から使用する基礎データや、業務の重要性について理解度が高ま
り、参加者の知識・技術の向上が図られた。

適切な森林管理体制の構築に向けた取組
～市町職員への技術向上研修の実施～

渡島総合振興局東部森林室

活動内容

活動の成果

○市町では十分な専門職員を配置できず、
技術、知識が不足している。

○多様化、増大化する市町の業務が円滑
に進められるよう更なる支援が必要。

○市町が必要な情報を共有するため、今
まで以上に情報交換を図ることが必要。

○市町が必要とする情報のうち、共通した
項目については、実行管理推進チームを
活用し、集団指導により効果的に情報共
有を図る。

○地域林業に密着した市町職員の知識・
技術の向上と情報の共有を図る。

今後の課題 展開方法

背景 目的



○畜産関係者や建築関係、林業・木材産業関係者等を対象に「道南スギ利用施設（松前町
肉牛改良センター）構造見学会」を開催した。
【日 時】令和元年10月25日（金）
【場 所】松前町札前
【主 催】松前町、道南スギ産地形成推進協議会、渡島西部森林室
【参加者】畜産関係者、建築関係者、林業・木材産業関係者ほか 計68名
【内 容】①松前町有林の資源背景や集成材の長所について解説(森林室)

②管理棟(採卵施設を含む)、牛舎棟、保管庫の構造と木材利用状況を見学
③建築目的及び木造とした理由、施設の利用計画について説明(松前町)

牛舎棟の外観 施設の概要説明を受ける参加者 牛舎棟の木材使用状況

○地元産の道南スギを使用した施設（牛舎等）の建設現場の見学を行い、参加者に道南ス
ギに関する知識と地材地消に関する意識の向上が図られた。また、多くの農業（畜産）
関係者の参加により、道南スギのＰＲと木造牛舎に対する理解を深めることができた。

道南スギの利用促進に向けた取組
～道南スギ利用施設構造見学会の開催～

渡島総合振興局西部森林室

活動内容

活動の成果

○利用可能な人工林資源は増大しており、
資源の循環利用が求められている。

○スギをはじめとする地域材は道外への
移出が多く、地材地消が進んでいない。

○地域材のマテリアル利用の推進が必
要。

○道南スギを使用した公共建築物は徐々
に増えてきているが、認知度の更なる
向上に向けたＰＲ活動が必要。

○施設内で利用する敷料(木質資材)の供給
体制を検討。

○木材が鉄骨系資材と比較し、塩害に対す
る耐性が高い等、地域の特性に応じた木
材の長所をＰＲ。

○建築、農業（畜産）関係者を対象に地元
産のスギを使用した牛舎等の構造見学会
を開催し、道南地域の主要樹種である道
南スギへの関心を高め地材地消に向けた
意識の醸成を図る。

今後の課題 展開方法

背景 目的



○令和元年10月29日（火）、指導林家所有林（今金町・せたな町）において、町の林務担
当職員、森林組合職員、林業グループ、指導林家及び青年林業士等の計13名を参集し、
ヒバとスギに係る施業技術を習得する「森林計画実行管理技術研修会」を開催した。
①「スギ(57年生)－ヒバ(15年生)複層林の施業方法について」（講師：菅野勇夫指導林
家）
林分の概要説明と下木のヒバの成長が良いことから、上木の伐採等今後の施業方法及
びヒバ挿し木苗づくりについて現地検討を行った。

②「スギ人工林の施業方法について」（講師：原田敏男指導林家）
平成28年度地球温暖化防止貢献の森林づくりコンク－ル最優秀賞受賞林分（スギ34年
生）の概要説明と今後の施業方法について現地検討を行った。

○ヒバ及びスギの育林施業について、檜山南部の指導林家等から実践経験に基づく技術的
助言等もあり、より活発で具体的な意見交換が行われ、参加者の森林施業の技術・知識
が深まった。

檜山北部のヒバとスギに係る施業技術の習得
～森林計画実行管理技術研修会の開催～

檜山振興局森林室

活動内容

活動の成果

○檜山北部管内では、ヒバ人工林に係る
保育施業の技術・知識が不足している。

○スギ人工林の多くが間伐・主伐時期を
迎えているが、手入れ不足の林分が多
く見られる。

○檜山北部地域のヒバの特性を考慮した
施業技術の習得に向けて更なる支援が
必要。

○スギは間伐・主伐時期を迎えている
が、搬出間伐を行う事業体が１社のみ
であるため、搬出間伐を実施できる事
業体の育成が必要。

○間伐等、育林過程に応じた継続的な研修
会や意見交換会の開催。

○森林組合や林業事業体等を対象とした伐
採・搬出技術向上のための集団・個別指
導の実施。

○市町村、森林組合職員及び森林所有者等
を対象に、ヒバやスギ人工林の適切な育
成・管理に係る技術や知識の向上を目的
とした現地研修を開催し、地域の特性に
応じた森林施業を推進する。

今後の課題 展開方法

背景 目的

スギ ｰヒバ複層林研修 (今金町 ) ヒバ苗づくり研修 (今金町 ) スギ人工林研修 (せたな町 )



○各関係機関と連携し、美瑛町で「森林計画実行管理技術研修会」を開催した。
【日 時】令和元年10月29日（火）13 :30～15:30
【場 所】美瑛町（西出指導林家山林）
【主 催】上川総合振興局南部森林室、林野庁北海道森林管理局上川南部森林管理署、

美瑛町、北海道森林組合連合会、上川南部地区指導林家連絡協議会
【出席者】市町村、森林組合、林業事業体、指導林家、森林管理署ほか 合計46名
【内 容】現地研修（講師：西出才次指導林家）

１．機械作業を前提とした施業技術
①解体用機械を活用した伐根処理と地拵え方法
②自走式草刈り機等による下刈り作業
③機械による植栽穴の掘削等施業軽労化に向けた取組

２．情報提供 森林管理署の地拵え作業の機械化への取組
（空知森林管理署北空知支所）

○講師の西出才次指導林家が実践する地拵え・植栽作業の軽労化に向けた施業事例につい
て、丁寧かつ分かりやすい説明を受けることで、今後の森林整備推進に必要な技術の向
上に繋がった。

○参加した指導林家や森林組合職員が各々の立場から助言や質問をするなど、活発な意見
交換が行われ、施業技術・専門的知識の情報共有を図ることができた。

森林施業の軽労化による計画的な森林整備の推進
～森林計画実行管理技術研修会の開催～

上川総合振興局南部森林室

活動内容

活動の成果

○地域の人工林資源の循環利用に向け、
計画的な森林整備が必要。

○森林整備の推進にあたり、特に造林事
業の軽労化に向けた技術の向上を図る
必要がある。

○地域の人工林資源の循環利用や適正な
森林整備の推進に向け、市町村及び森
林組合職員等の森林施業プランナーの
更なる施業技術・専門的知識の習得が
必要。

○市町村及び森林組合職員等の森林施業
プランナーを対象とした実践的な研修
会の開催。

○関係機関への施業技術や専門的知識の
情報提供・共有等の支援を展開。

○市町村及び森林組合職員等の森林施業プ
ランナーを対象に、地拵え、植栽作業の
軽労化に取り組んでいる施業実例を紹介
する研修会を開催し、森林施業に必要な
施業技術・専門的知識の習得を図る。

今後の課題 展開方法

背景 目的

現地研修①（解体用機械を
活用した伐根処理）

現地研修②（自走式下刈り
機による下刈り）

現地研修③（機械による植
栽穴の掘削）



○各関係機関と連携し、名寄市で「森林計画実行管理技術研修」を開催した。
【日 時】令和元年9月5日（木） 13:00～16:00
【場 所】室内：上川総合振興局北部森林室名寄分室

現地：名寄市内私有林
【共 催】上川総合振興局北部森林室、北海道森林組合連合会
【参加者】市町村、森林組合、林業事業体、指導林家、上川北部森林管理署ほか 計29名
【内 容】室内：上川北部管内各市町村の未整備森林の状況について（森林室）

無間伐・間伐遅れ林分解消に向けた集約化の必要性（森林室）
現地：集約化施業の検討について（講師：今田吉光指導林家・森林室）

室内研修 講師の今田吉光指導林家 意見交換

○長年、山つくりに取り組む指導林家が講師を務めたことで、参加者の実践的な森林施業
の技術・知識が深まったとともに、低コスト施業につながる集約化の必要性が理解され
た。

○森林施業プランナー等が自ら実践する集約化施業の考えや課題等の情報を共有したこと
で、施業の集約化への意識の醸成が図られた。

無間伐・間伐遅れ林分解消に向けた集約化施業の検討
～森林計画実行管理技術研修の開催～

上川総合振興局北部森林室

活動内容

活動の成果

○利用期を迎えた人工林資源において、
無間伐林分等の間伐遅れ林分が全体の
66%を占めている。

○森林施業プランナー等の低コスト施業
に関する技術・知識のスキルアップが
必要。

○森林所有者の経営意欲の向上が必要。
○市町村、森林施業プランナー等と連携
した更なる施業の集約化による効率的
な森林整備の推進が必要。

○経営意欲向上に向け、森林経営管理制度
に係る意向調査の結果を参考に、市町村
や事業体等と連携した林家訪問等を行う。

○森林施業プランナー等と連携し、集約化
団地の設定や施業推進等、技術的な支援
を展開する。

○森林施業の実行管理を担う市町村職員や
森林施業プランナー等を対象に、無間伐・
間伐遅れ林分解消に向けた集約化施業につ
いて検討する研修会を開催し、効率的な森
林施業の推進に必要な技術・知識の習得を
図る。

今後の課題 展開方法

背景 目的



○苫前町において、北海道森林組合連合会、留萌地区指導林家連絡協議会、留萌管内林業
グループ連絡協議会と連携し、「留萌森づくり交流会」を開催した。
【日 時】令和元年９月２６日（木）10:20～15 :00
【場 所】室内：苫前町農村環境改善センター

現地：苫前町霧立地区（35林班95小班）
【参加者】市町村、森林組合、指導林家、林業グループ、森林管理署、振興局林務課、

森林室（計４３名）
【内 容】室内：①森林経営計画の実行管理について（森林室、林務課）

現地：①苫前町霧立地区の人工林のあゆみについて（服部秀行指導林家）
②無間伐林分の多様な施業方法について（森林室）
③意見交換

○管理放棄され過密化した無間伐等人工林においては、森林所有者の経営意欲に応じて天
然力を活かし、針広混交林化を進めるなど多様な施業方法について共通認識を得ること
ができた。

○市町村が認定した森林経営計画については、適正な管理の下、実行性を確保するために
必要な計画の変更等について理解を深めた。

無間伐林分の解消に向けた取組
～留萌森づくり交流会の開催～

留萌振興局森林室

活動内容

活動の成果

○管内一般民有林のうち人工林の７割を
占めるトドマツの除・間伐実施率が４
割と少なく適切に施業が行われていな
い。

○市町村職員の経験が浅く施業技術や森
林経営計画等の知識が不足している。

○世代交代等により管理放棄され伐期を
迎えた無間伐等人工林が増加してお
り、将来を見据えた施業の推進が必要。

○過密化した無間伐等人工林を把握し、森
林所有者へ戸別訪問等により林分状況に
応じた多様な施業を推進。

○管理放棄され過密化した無間伐等人工林
に対する林分状況に応じた多様な施業技
術の向上を図る。

○認定された森林経営計画の適正な管理に
よる計画の実行確保を図る。

今後の課題 展開方法

背景 目的

霧立地区人工林のあゆみについて説明をする

服部秀行指導林家 （右から2人目）

室内研修 現地研修（意見交換）



○地域特性に応じた施業技術の習得に向け「宗谷地区森林計画実行管理技術研修会」を開
催した。
【日 時】令和元年7月31日(水)
【場 所】北海道大学天塩研究林（幌延町）
【参加者】市町村、森林組合、指導林家、青年林業士、森林管理署等42名
【内 容】室内：指導林家が実践する森林経営に関する講演

北海道大学職員による天塩研究林の概要の説明
現地：研究林内の天然更新地及びアカエゾマツ造林地を視察

北海道大学職員からの試験地の内容や施業技術に関する現地説明

室内研修 現地研修 現地研修

（指導林家の林業経営） （天然更新表土戻し試験地） （アカエゾマツ造林地）

○指導林家が実践する施業技術や林業経営の考え方に関する講演により、目指すべき林業
経営について共有が図られた。

○研究林の視察により、天然更新技術や地域の主要樹種であるアカエゾマツの育林技術の
習得が図られた。

地域特性に応じた施業技術の習得に向けた取組
～宗谷地区森林計画実行管理技術研修会の開催～

宗谷総合振興局森林室

活動内容

活動の成果

○厳しい気象条件の中で森林整備を推進
するにあたり、地域に適した施業技術
を習得する必要がある。

○多様な森林の造成に向け、植栽に加え、
状況に応じて必要となる天然更新等の
技術・知識の普及指導が必要。

○管内林業関係者に対し、更なる技術・
知識の向上を図ることが必要。

○今後も継続的に管内林業関係者に対し、
天然更新等を含む地域に適応した林業技
術や知識の習得に向けた研修会を開催。

○市町村、森林組合職員等に地域特性に応
じた施業技術の習得を図り、適正な森林
整備を推進する。

今後の課題 展開方法

背景 目的



○令和元年9月25日（水）、関係機関が連携し、北海道の林木育種・山行苗の育苗の知識
・技術の習得を目的に「森林施業技術研修会」を開催した。

○研修会には、市町村・森林組合・森林所有者（指導林家を含む）・網走南部森林管理署
・網走中部森林管理署・北海道森林組合連合会・網走建設管理部遠軽出張所・林業試験
場（講師）・オホーツク総合振興局林務課・西部・東部森林室の合計58名が参加した。
【研修内容】
室内：北海道の林木育種・山行苗の育苗技術について（置戸町境野公民館）

講師：林業試験場 今主査（育種育苗）、瀬口強・越高春男指導林家
現地：訓子府採種園の概要と役割について（訓子府採種園（道有林40林班・41林班））

講師：林業試験場 今主査（育種育苗）、瀬口強・越高春男指導林家
東部森林室森林整備課今野課長、普及課只野課長

育苗技術について講義 今主査 採種園の概要説明を受ける参加者 採種木のｸﾘｰﾝﾗｰﾁ

○研修会の開催により、参加者の採種園の役割や林木育種・育苗技術の知識の向上が図ら
れた。また、指導林家からは、自ら植樹を行っている観点から、山行苗木の扱い方や植
付けについての経験談など、活発な意見交換が行われ、参加者の技術・知識の習得が図
られた。

今後の課題展開方法

山行苗の育苗技術の習得に向けた取組
～森林施業技術研修会の開催～

オホーツク総合振興局東部森林室

活動内容

活動の成果

○市町村・森林組合職員・森林所有者等へ
採種園の役割や北海道での苗木生産への
取組、林木育種・苗木の植付等の技術・
知識の習得を図り、地域の適切な森林整
備の推進に資する。

背景 目的

○確実な造林を推進する上で良い苗木の
見極めや管理方法が重要である。しか
し、管内の担当職員は経験が浅く、知
識・技術が不足している。

○人工林の多くが利用期を向かえ、今後
ますます主伐再造林が進むことから、
地域林業の推進・発展に向け、遺伝的
に優れた種苗も取入れながら確実な再
造林を進めていくことが必要。

○確実な再造林に向けては、市町村及び森
林組合と連携して普及啓発に取組むとと
もに、クリーンラーチなどの優良事例等
の情報提供を含め、今後も研修会を開催
し、林業に対する技術・知識の向上を図
る。



○森林組合や市町村などの各関係機関と連携し、「森林計画実行管理技術研修会」を開催
した。
【日 時】令和元年（2019年）10月16日(木)13：30～16：00
【場 所】現地：①雄武町上雄武 私有林、②雄武町図書館「雄図(ゆ－と)ぴあ」

室内：雄武町道の駅「おうむ」多目的ホール
【主 催】オホーツク総合振興局西部森林室、北海道森林組合連合会
【参加者】市町村、森林組合、林業事業体、森林所有者、指導林家、青年林業士

網走西部森林管理署西紋別支署ほか 合計39名
【内 容】

現地：○山林所得の向上を目指した優位な採材技術について（高付加価値化）
講師：尾田秀春北海道指導林家

○地域材を使用した「雄武図書館」の視察
説明：雄武町建設水道課職員

室内：○オホーツク西部地域の原木流通と木造公共施設について
○人工林大径材の今後の木材利用について など
講師：オホーツク西部森林室普及課職員

○研修会を通して、山元での優位な採材方法が高付加価値化に結びつき山林所得の向上に
繋がることや、地域材を使用することが森林所有者に還元されることなど、地域林業の
活性化へと繋がることを再認識させることができた。

○身近な公共施設が地域材で建設されている事例を視察したことにより、森林組合、市町
村など関係者に対して、地域材利用の意義等への理解を醸成することができた。

人工林材の高付加価値化及び地域材の需要創出の取組
～森林計画実行管理技術研修会の開催～

オホーツク総合振興局西部森林室

活動内容

活動の成果

○建築材等の付加価値の高い製品需要が
少ないことから、森林所有者の経営意
欲も低い状況にある。

○トドマツ等の人工林資源が利用期を迎
えているが、地域での間伐材等木材の
利用が進んでいない状況にある。

○地域材の高付加価値化利用に向けて、
公共施設や一般住宅等への需要拡大が
必要。

○地域材利用の促進に向けて、継続した
普及・ＰＲ活動の展開が必要。

○公共施設や一般住宅等の木造化に向け
た研修会の開催や、工務店へ需要拡大
に対するＰＲ等の活動を実施する。

○市町村等の広報誌やホームページを活
用した普及・PR 活動を実施する。

○森林組合や市町村の職員等を対象に、高
付加価値化につながる優位な造材･採材
等の技術･知識を習得させる。

○地域材を使用した公共施設を視察し、地
域材利用の意義等への理解を醸成し需要
を創出する。

今後の課題 展開方法

現地説明する尾田秀明指導林家 室内研修を受講する参加者 雄武図書館を視察する参加者

背景 目的



○ＵＡＶ(ﾄﾞﾛｰﾝ)を活用し、造林事務の効率化・省力化に向けた普及指導活動を実施した。
○林地の実測指導
【日 時】平成31年4月16日（現地踏査）、7月19日（内業）
【場 所】大樹町有林(15.81㏊)
【対象者】大樹町職員１名、青年林業士１名、林業事業体１名、森林組合２名
【内 容】大樹町有林(人工林伐採跡地)をドローンで空撮し、沢地や急傾斜地を確認、

その後に対象地から除くべき箇所について、町職員とともに実際に踏査し現
地で除地の扱い等について、指導を行った。また、撮影した画像を基に、造
林作業道の線形について関係者と検討した。

沢の状況をドローンにより把握 ドローン映像で現況確認

○沢地や急傾斜地の除地の考え方について、ドローンの映像を見ることで全体像を把握す
ることができた。今回指導した職員は経験年数が浅い職員であり、林業にも先進的な
技術の活用方法があることを理解させることができた。

造林事業事務の効率化・省力化に向けた普及指導
～UAV(ドローン)を活用した林況の把握～

十勝総合振興局森林室

活動内容

活動の成果

○人工林資源が成熟し、本格的な利用期
を迎えている一方、造林未済地は増加。

○市町村や森林組合の職員は林務経験
の浅い職員が多い状況にあり、造林
事務（除地の取り扱い等）における
知識が不足しており効率的な事務が
行えない状況。

○造林事業事務を効率化するためには各
市町村や森林組合でのドローンの導入
と慣熟訓練が必要。

○市町村や栄林会等の事業主体間での造
林除地の取扱の統一を図ることが必
要。

○令和2年度から、造林事業の補助申請等に
ドローンが活用される予定となっており、
引き続き除地の取扱いの指導を行うとと
もに、他の業務への活用方法の検討を行
う。

○森林経営管理制度や森林環境譲与税の活
用に向け、森林にかかる造林事業事務の
効率化・省力化を図り、森林資源の適切
な活用と造林の推進に寄与する。

○市町村職員の技術力、知識の向上。

今後の課題 展開方法

背景 目的



○エゾシカによる森林被害対策について検討する「釧路森づくり交流会」を開催した。
【日 時】令和元年10月29日（火）
【場 所】室内：釧路市阿寒町公民館 2階視聴覚室

現地：(1)エゾシカ被害林分 カラマツ人工林4年生
(2)エゾシカ被害林分 カラマツ人工林28年生

【主 催】釧路総合振興局森林室、北海道森林組合連合会
【参加者】市町村林務担当者、森林組合担当者、林業事業体職員、北海道指導林家、

根釧西部森林管理署職員、（地独）道総研林業試験場職員等（合計29名）
【内 容】
室内：森林管理と連携したエゾシカの個体数管理の手法に関する研究の成果について

講師：林業試験場明石道東支場長、森林室法島主査
現地：エゾシカ被害林分の再生状況について

講師：高橋毅指導林家、菅原盛雄指導林家、森林室法島主査

室内研修（林業試験場明石道東支場長）現地研修（森林室 法島主査） 現地研修（高橋毅指導林家）

〇室内講義では、エゾシカ被害林分とエゾシカを排除した現地写真を対比し、シカの届く
範囲の裸地化・枝葉の消失状況を確認したほか、材質への影響についても理解された。

〇現地では、植栽時はエゾシカの食害により盆栽状だったカラマツが、28年生となった現
在、再生・成長している個体が5割以上あることから、対策を適切に行うことの重要性
を再認識させることができた。

エゾシカの森林被害対策の取組
～釧路森づくり交流会の開催～

釧路総合振興局森林室

活動内容

活動の成果

〇近年、エゾシカによる広葉樹及びカラ
マツ類の稚樹の食害が多くなっている。

〇特に、天然林では天然更新が著しく阻
害され、公益的機能が低下しているた
め、確実な更新に向けた森林管理技術、
エゾシカ個体数管理技術の習得が必要。

〇エゾシカの影響を排除するための適切な
防除の実施が必要。

〇地域関係者と連携したエゾシカの個体数
管理が必要。

〇確実な更新のため、侵入防止柵等によ
る被害地への防除の実施に向けた普及
指導。

〇エゾシカの個体管理のため市町村や猟
友会等と連携した捕獲体制の構築。

〇エゾシカの生態と森林被害に係る講習に
より、確実な更新が可能な森林づくりを
習得してもらう。

〇エゾシカ食害を受けた林分状況の確認と
今後の対策や森林被害防除手法について
理解を深める。

今後の課題 展開方法

背景 目的



○地域材の利用促進に向け「木造牛舎構造見学会」を開催した。
【日時/場所】令和元年12月13日(金) 13時30分～14時30分 中林牧場
【主 催】中標津町地域材利用促進協議会
【参加者】林業・木材産業7名、その他産業2名、中標津町5名、森林室3名 計17名
【内 容】主に根室管内のカラマツ・トドマツを使用した木造牛舎構造見学会を通じ

て、地域材利用の重要性や木の良さについて、関係者間で認識を共有した。
牛舎は飼養頭数250頭、床面積2,999㎡と地域最大級。木材使用量285m3。
森林室からは、集成材について説明。

木材の使用用途について納入業者から説明 木の良さについて施主から説明

○中標津町地域材利用促進協議会の活動を公共建造物以外の取組に広げることができた。
○木造牛舎を選択した理由について、施主や納入業者から説明を受けたことで、参加者
の理解度も深まった。

中標津町での地域材利用促進の取組
～木造牛舎構造見学会の開催～

根室振興局森林室

活動内容

活動の成果

○人工林の多くが成熟期を迎え、地域材
の利用促進が必要であるため、根室振
興局の取組で木造牛舎を推進。

○また、地域から生産された木材を住宅
等へ積極的に有効利用するため、平成2
5年から中標津町で地域材利用促進協議
会が発足。

○地域材利用と民間建築物への利用促進
に向けて、情報の収集及び関係者間と
の共有が必要。

○宣伝活動の強化が必要。
○引き続き、協議会の活動を支援。

○民間建築物の事例発掘。
○フォーラムの開催等、様々な機会を
活用して、地域材利用や木の良さに
ついて、地域住民に対し広く発信する。

○パンフレットを活用した情報発信。

○中標津町地域材利用促進協議会の活動の
活性化を図るため、公共建築物への木材
の利用推進に加え、新たな取組（民間建
築物の木造化の事例紹介）を提案。

○根室振興局の木造牛舎推進の取組を紹介
し、より一層の地域材の利用促進を図る。

今後の課題 展開方法

背景 目的
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