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1.主題への接近

わが国の林業をめぐるきびしい環境条件は,第

1に ,経済の高度成長期 (昭和48年 )に は年間木材

需要量 (用材)が 1億 1,758万 rを記録 したが,,昭

和60年には 9,290万ポと21%減少 し,と くに製材

用の需要は,昭和48年の 6,361万 rか ら60年には

4,454万 ピと3割の減少がみられる。この背景に

は 1年間に新築された住宅戸数に占める木造比率

が,45年の70%か ら60年には48%ま で低下すると

ともに,すでに住宅戸数が世帯数を10%も 上回る

状況がある。

第 2に ,木材の貿易自由化政策は,すでに昭和

30年代に導入され,60年 には外材比率が64.4%を

占め,国産材比率が 35.6%と 全体の 3分の 1ま で

低下し,国産材の市場規模が縮小 している点にある。

第 3に ,昭和55年の輸入丸太の価格指数を 100

とすると円高の影響 も作用 し,61年 には 603と

4割 も下落 しており,こ の影響で国産丸太の卸売

価格も25%の下落となり,他方において資材費や

労賃の上昇で生産コス トは上昇 しシェーレ傾向を

強めている。しかし短期的には,昭和59年と60年

の林業労働者 (伐 出業)の賃金 (労働省『 林業労働者

職種別賃金調査』による)を比較すると, 1日 当た

り8,726円か ら8,629円 とマイナス 1_1%下落し

ており,農業労賃 (男 )の 2.2%の上昇,建設屋外

作業職種平均の 3.8%の上昇と対照的な動きがみ

られ,木材不況が林業労資の引き下げに作用して

いる点にも注目すべきであろう。

第 4に ,戦後植栽された人工林の成育が進み,

年平均 7,600万 ピのペースで蓄積量が増加 し,20
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年後には潜在的自給率が50%を超える「国産材時

代」を迎えようとしているが,山村では前述 した

木材価格の低落で成育途上の人工材への適切な手

入れの後退や林業への投資意欲の減退で雪害など

の気象災害や病虫害を多発させる原因となっている。

第 5に ,森林は木材の生産供給など経済的機能

のみでなく,水源のかん養,国土保全,環境維持,

レクリェーションなど公益的機能を有 しているが,

前者の機能の後退が後者の機能の後退に連動する

可能性がある。しかし,最近 (昭和62年 10月 )発表

された経済団体連合会の「森林・林業についての

考え方と林業経営確立のための課題 (案 )」 では,

「森林は天然の木材再生産工場」であり,「自然

に依拠 した継続的な林業経営が確立されれば,自

ずと森林の公益的機能も維持でき」,「現在は人工

林の経営の危機と言えても森林の危機ではない」

とし,「競争力の向上のための思い切 ったコス ト

ダウン対策と木材需要の多様化への対応」,「国有

林野事業の抜本的見直 し」等の一層の合理化,粗

放化を提唱 し,基本認識で大きな問題を含んでお

り,林業諸団体からも適切な反論が必要であろ

う
1)。

以上のような客観的諸条件の下で,地域林業の

振興を図る中心的な担い手としては,森林所有者

によって組織された森林組合があり,組合員経済

の内部的充実をねらいとした造林から素材生産 ,

加工,流通にわたる事業を総合的に推進 していく

ことが今日的課題となっており,全国森林組合連

合会では昭和59年 9月 の「森林組合活動強イビ齢十」

に基づき昭和60年度から「森林組合活動強イ敏‐影飽

を推進 しつつある。 しかも,昭和60年度から造林



とならんで林産事業を拡大 し森林にかかわる全て

の事業の総合的展開を内容とした体制刷新運動を

展開 しつつある。

このような地域林業の振興の視角として,紙野

伸二氏は,①林家や森林組合等林業生産を担当す

る分野の積極的な活動,②木材の流通・加工部門

を担当する主体群や関係者で作り出す市場機構な

どの作用,③①,②の外部にあって, 2つ の動き

を支援 し,調整する行政や各種協議会等の機能の

3つの働きが相互に関連 し合って互いにプラスの

作用を結果するとき,地域林業は調和的な展開を

みせると指摘されている2)が,本稿においても,

山村におけるこのような主体的条件の形成論理を

客観的条件との関連の中で実証的に検討すること

を主題としている。すなわち,き びしい客観的条

件下で個々の林家なり組合員の分散 した力のみで

は,山村の荒廃につながるであろうが,組合員の

協同の力を結集 した森林組合の主体的条件整備に

よってどこまでマイナスの諸条件を克服 しうるの

か,ま たその限界はどこにあるかが明らかにされ

る必要がある。これを抽象的に表現すれば,森林

組合の性格規定をたんに森林組合法に規定された

森林所有者による団体であるという法制度上の規

定にとどめないで,具体的な組織活動なり,経済

活動の中からその本質に迫る必要がある3)。

ちなみに,昭和60年 12月 1日 現在の過去 1年間

の林業作業実施林家 (保有山林 5 ha以上)の投入労

働形態別労働投下量をみると,第 1表のように ,

世帯員が62%,直接雇用が20%,委託・請負せが

17%(委託・請負せの71%は森林組合)の割合を占め

ているが,昭和53年比でみると,全体でマイナス

27%,世帯員がマイナス21%,直接雇用がマイナ

ス51%,委託・請負せがプラス 6%(う ち,森林組

合がプラス29%)と 森林組合のみ約 3割の増大を

示 しており,も し同様の頃向が続 くとすれば地域

林業における森林組合の役割はますます大きくな

るであろう。

しかも,森林組合への委託・請負せ労働投下量

計のうちで, 5～ 20ha層 が48%,20～50ha層が24

%と 両者で72%を 占め,さ らに50～ 100 ha層 が11
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第 1表 過去 1年間の林業作業実施林家 (保

有山林 5 ha以上)の投入労働形態別

労働投下量

(60年 12月 1日 現在)

(単位 :1千人日,%)

委 託・ 請 負 せ

うち森林組合

1.314,0(100)

実 6300(48)
3102(24)
151.0 (  11)

1882( 14)

345 (  3)
数

対 53年 比 129 ※

構

12(71)

11( 77)

12( 68)

18(“ )

18(“ )

10(45)

成

比

資料 :農林水産省統計情報部「昭和60年林業動態調査結果の概要」

注 : 1.本 調査は標本調査による推計値であるため標本誤差を伴 ってい

る。

2 ※は保有山林20ha以 上の林家についての割合である。

3 労働投下量 10.5558千人日の作業量構成は ,植林 66%,下 刈

等手入れ 558%.間伐 (搬 出)211%,伐 採・搬出 82%,そ の

他 83%で ある。

4 実数欄森林組合の()内は保有山林規模別の構成比である。

5 構成比欄の()内 は ,委託・ 請負せに対す る割合である。

%, 100～ 500 hoが 14%,500 ha層 はわずか 3%
にとどまっている。このように, 1件当たりの委

託・請負せ量は少ないとしても,全体の集積量と

してみると,森林組合と50ho未満層の相互依存関

係が,最 も強いといえる。さらに,階層ごとの労

働投下量計に占める森林組合の割合は50～ 100 ha

層, 100～ 500 hc層 がそれぞれ18%と 最も大きく,

500 ho層 は10%と 最も小さい。

以上のような問題意識にもとづき,以下第 1に

わが国の森林組合組織と事業の一般的特徴を明ら

かにし,第 2に ,和歌山県龍神林業地域を対象と

して地域林業の展開過程と林業組織の総合的再編,

第 3に 当地域林業の総合産業化における森林組合

組織と事業の機能を検討する中から,地域林業の

振興における森林組合の役割と今後の課題さらに

森林組合の本質的性格に接近 してみたい。

本稿でとくに龍神村森林組合を中心に検討する

のは,紙野伸二氏により地域林業振興の類型区分

として,①生産主導型 (愛媛県久万林業地,徳島県杉

谷蔭生会,静岡県龍山村森林組合),②市場主導型 (大

世帯員
接

用

直

雇
小  計

言十 10.5558 6.5181 21226 1.8475

5～ 201迪

20^‐ 50

50ヽ‐100

100ヽ‐500

5∞ 以上

5,5735

2,741 1

8716

1,0375

332 1

4,1939

1,723.4

4023

1827

68

5060

5440

2453

5779

2494

8190

4551

221.3

276 1

760

73 79 49 106

計
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∞
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分県日田林業地),①行政ないし組織主導型 (和歌山

県龍神村,岩手県住田町)の 3類型 の中の③類型の

典型として龍神村が位置づけられ4)し かも『林業

自書』(昭和54年度)で も紹介され全国的にも有名で

あるが,林業不況が深刻化 してきた状況下での現

段階的性格の検討はほとんどなされていないため,

「地域林業の総合産業化」
5)と ぃう視角から考察

してみたい。

2.わが国の森林組合組織と事業の一般的特徴

第 1に ,森林組合法 (昭和53年 5月 1日制定)の第

27条,第 31条によって,森林組合の正組合員は,

「 1.森林所有者たる個人」及び「 2.生産森林

組合その他の森林所有者たる法人」であると規定

し,准組合員は「 3.前 2号に掲げる者が主たる

構成員又は出資者となっている団体」及び「 4.

前 3号に掲げる者のほか,組合の地区内において

林業を行う者又はこれに従事する者で,その組合

の施設を利用することを担当するもの」であり,

正組合員のみが各 1個の議決権及び選挙権を有す

ると規定 している。

以上の森林組合法 にもとづき,昭 和60年 現在

1,790の 森林組合が組織されている。林野庁の『森

林組合統計』(調査票提出組合 1,756の集計)によると,

森林所有者 3,214,168人のうち森林組合には正組合

員として 1,721,097人 ,准組合員として54,666人

が加入 し,正組合員加入率は53.5%で ある。この

ように加入率が低いのは,森林所有者の転出,相

続さらに森林の流動化などによって不在村者の所

有が増加 したこと6), さらに同一の林家世帯員の

うち複数の山林所有者があっても組合員は 1人の

場合が多いこと等によるものと考えられる。

一方,組合員の所有森林面積は 1,164万 5千 hc

で地区内民有林の70%を 占めているが,正組合員

1人当たり所有面積は 6.8 hoに とどまっている。

しかも,正組合員のうち89.1%(1535万 人)が農協

の組合員でもあり,農家林家としての性格を有 し

ている。

第 2に ,単位森林組合数は,合併の進展で昭和

55年の 1,904組合から昭和60年 には 1,756組合ヘ

と減少傾向にあり,昭和60年の 1組合当たり正組

合員 980人 ,准組合員31人, 1組合当たり組合員

所有森林面積は 6,632 hc,ま た,組合の地区の範

囲別組合員数をみると,市町村の一部を地区とす

る組合は134(76%), 市町村一円を地区とする

組合 1,342(764%),市町村を超える区域を地区と

する組合 280(15つ %)と なっており,こ のうち市

町村を超える区域を地区とするいわゆる広域組合

が増加 している。

組合の常勤役職員は昭和60年 に 9,021人 で 1組

合平均で 5.1人弱であり,こ のうち 4人までが ,

697組合 (40%), 5～ 9人が493組合 (28%), 10

人以上が265組合 (15%)できわめて少人数で組合

の運営に当たっているが,こ のほか常勤役職員不

在の組合が 301(17%)も ある。これらの常勤役職

員のほかに造林や立木の伐採など現場の作業を担

当する作業員が 1,366組合に 58,288人 (1組合平

均43人 )雇用 されているが, 1人 当たりの年間就

業日数は 138日 と少なく, しかも高齢化傾向 (50

歳以上が66%,60歳 以上が24%)をたどっている。

第 3に,単位組合の事業は,林業に関する経営

指導,森林の作業や経営の受託あるいは森林保護

などの事業は必ず行うことが義務づけられており,

販売,購買 0利用,金融などいわゆる経済事業は

任意に選択 して行うことができるとされている7)。

しかし,金融事業については,組合員からの貯金

を取扱うことができず,貸付金はもっぱら農林中

金や農林漁業金融公庫からの借入金により賄われ

ている。

森林組合 について主たる事業である造林 (新植),

林産 (素材生産事業)で型態分類すると,第 1図の

ように造林面積が50ho以上であり,かつ林産事業

が 3,000ピ 以上の「総合的に活動活発な組合 (A

型)」 がlo%(183単 組),造林面積は50ho未満であ

るが林産事業面積が 3,000ポ 以上の「林産主体の

活動活発な組合 (B型 )」 が 8%(148単組),林産

事業は 3,000ポ 未満であるが造林面積が50ha以上

の「造林主体 の活動活発 な組合 (C型 )」 が15%

(259単組),造林面積が20～ 50ha未満,林産事業が

500～ 3,000ポ 未満の「活動がやや不活発な組合



区 分

林  産 (素 材 生 産 )

500『
未 満

500～
3,000ぽ

3,000 me

以  上
合  計

造

林

新

植

20M未満
E660
(37%)

D520
(30%)

B 148
(8%)

859

20 ～ 50 469

50以 上
C259
(15%)

A183
(10%)

442

合  計 997 331
1,770
(100%)

注 :1)

2)

3)

4)

活動活発な組合 (A,B,C)・ ・ ・ … 約 %
(造林50ha以 上または素材生産 3,000ぽ 以上 )

活動不活発な組合 (E) … ・    ・ 約%
(造 林20ha未 満かつ素材生産 500ピ未満 )

上図は『 農林金融 』(第 39巻第11号)(農林中央金庫調査部

年11月 )14頁 による。

原資料は F59年 度森林組合一斉調査』。
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あり,河岸段丘にわずかの平地が開け,集落が点

在 している地域にある。交通路は国道 371号線 ,

424号線,425号線,高野山に通 じる高野龍神ス

カイライン(昭和55年 開通),県道等が通過 し,村役

場からの所要時間は海岸線の御坊市まで 1時間30

分,田辺市や南部町まで 1時間,山岳部に沿 って

高野町まで 1時間30分 ,奈良県十津川村まで 2時

間を要する。

第 2に ,龍神村の土地資源についてみると,総

面積は 25,458hcであり,こ のうち耕地面積が 290

hc(田 195 ha,畑 95ha)で 全体の 1.1%に とどまるの

に対 して,森林面積は 24,167hoと 全体の95%を 占

めている。森林面積のうち私有林は第 2表のよう

に80.1%(19,351 ha)と 大部分を占め,公有林は,

第 2表 龍神村の所有形態別森林面積

第 1図 林業生産活動からみた森林組合の類型化

(D型 辺が30%(520単 組), 造林面積が20ha未満

で林産事業が 500ポ 未満の「活動が不活発な組合

(E型 )」 が37%(660単組)を 占めている。

第 4に ,経営財務面を『昭和60年度森林組合統

計』よりみると,昭和60年 には当期剰余金を計上

している組合が 1,490(剰余金 23.7億円)に対 して

欠損金を計上 している組合が 245(欠損金 5.1億円)

となっているが,前年度と対比すれば剰余金が減

少 している。事業総利益の部門別構成 は販売が

26.9%,購買が 8.9%,利用が 59.2%,そ の他が

5.0%と森林造成事業が大半を占める利用部門に

大きく依存 している。また,固定資産が 340.8億

円に対 して資本金は 398.4億 円で固定比率は117

%と なっており自己資本の充実が必要である。以

上のような森林組合の組織と事業の一般的特徴を

ふまえ,以下和歌山県龍神村森林組合を中心とし

て検討 してみよう。

3.和歌山県龍神林業の展開過程と林業組織の

総合的再編

(1)龍神地域の概況と林業の地位

第 1に ,龍神村は,和歌山県のほぼ中部を東か

ら西に流れる日高川の上流部にあり,東部は奈良

県と接 し,紀伊山脈に属する県下最高峰の護摩壇

山 (標高 1,372m)を はじめ 1,000m以上の 5つの山

がそびえ,標高 500m以上の山地が村域全体の70

%を占め,山地の多くは30度以上の急峻な斜面で

(69)

(69

注 :龍神村森林組合資料による。

13.5%(3,267 ha),国 有林は 6.4%(1,545 ha)を

占めている。しかも私有林のうち在村所有者の山

林面積割合は44%,不在村者面積割合は56%8)を

占め,所有規模別事業体数は第 3表のように500

hc以上が 1,100～ 5oo haが 12,50～ 100 hcが20,

30～ 50hoが 19と ,20ho以 上層は52と全体の5.1%に

とどまり,5～ 30hα層が 201(20%), 5 hc以 下層

は760と 75%を 占めている。

さらに,ス ギ, ヒノキを主体とした人工林の面

積割合は第 1表のように私有林が71%,公有林が

59%,国 有林が69%を 占めている。また人工林の

齢級別面積割合をみると第 4表のように84.7%が

戦後造林地 (ⅥII齢級以下)であり,下刈,除間伐な

どの手入れを必要とする I一 V齢級の人工林面積

が60.3%を 占め,国産材時代 (10～ 20年後)の 素材

生産は現在 (年間約 35,000m3)の 2倍に増大 しようと

しており,こ の長期対策が今日的課題となってい

る。

(単位 :L,カ ッコ内は%)

人工林率

林

計

有

民

有

林

合

(71)

(59)

(69)

人 工 林 天 然 林 言十

私有 林

公 有林

計

13,713

1, 928

15.641

5,435

1,096

6.531

19,351

3,267

22.622

(801)

(135)

( 936)

1.068 422 1.545( 64)

16,709 6.953 24,167(100)

442
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第 3表 龍神村の森林所有構造

(単位 :事業体数)

数総

社

同

合

村

個

会

共

各

市

級

Ⅱ
Ⅳ
Ⅵ
Ⅷ
Ｘ
刈
皿
上

齢

Ｉ
皿
Ｖ
Ⅶ
Ⅸ
測
畑
ＸＶ

人   有
875

(619)

1

124

12

1

種 団 体 組

町

注  :個人有の ( )内 は林家数である。

資料 :『 龍神村林業振興整備計画書<昭和59年 >』 による。

第 4表 人工林齢級別面積

(単位 :M,%)

書||
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1次産業の就業人口の減少を上回るまでに至って

おらず,む しろこの10年間の絶対数では第 2次 ,

第 3次産業の就業人口も,林業不況のインパク ト

をうけ減少 している。 しかし,龍神村は日本の三

美人湯のひとつに数えられる龍神温泉を有し,高

野龍神国定公園の指定や国民宿舎や森林公園,林
業開発センター (深山荘)の 開設,高野龍神スカイ

ラインの開通で年間宿泊客 (現在約5万人,日帰客

32万人)の増大の動きもみられ,今後 ,地域森林資

源を生か した観光面のサービス業を中心とした第

3次産業の拡大が見込まれる。

第 4に ,林業の生産額は昭和45年 の 1,069百 万

円か ら昭和55年 には 2,554百 万円と 2.4倍 まで増

大 しているが,昭和55年以降の木材不況を反映 し

て昭和59年 には 2,509百 万円と横ばい状況を続け

ており,こ の結果,龍神村の総生産額に占める林

業 シェアーは昭和45年の33%か ら昭和55年には29

%と 4ポ イントの低下にとどまったが,昭和59年

には18%と シェアーを大幅に低下させている。こ

のような状況から脱却するため最近では従来の原

木出荷から製材品や小径支加工品,木造住宅など

最終製品にした付加価値の高い販売体制づくりや

生育期間が短 く回転率の速いシキ ミ,サ カキ, ヒ

サカキ,椎茸など特殊林産物の導入や木工品生産

など林業の総合産業化をめざした取 り組みが着手

されつつある。

(2)地域林業の展開過程と林業組織の総合的再編

龍神林業の展開過程を段階区分とすれば,第 1

期の昭和28年以前は, 日高川を龍神材の流送路 と

124

29 6

319
108
60
45
35
13以

計 100

注 :1)昭 和61年 3月 現在
2)龍神村役場資料による。

第 3に ,龍神村の人口は昭和35年 の 8,269人か

ら昭和60年には 5,110人 と∞年間に約 4割弱 も激

減しているが,世帯数は 1,797戸から 1,595戸 と

わずか 1割強の減少にとどまっている9)。
産業別

就業人口も,昭和35年の 3,982人 から昭和60年に

は 2,449人 と38.5%の減少がみられる。このうち

林業就業人口は,昭和35年の 1,139人から昭和40

年には488人 と58%も 激減 したが,そ の後の10年

間の減少率は 5.7%と ゆるやかであった。しかし,

経済の低成長期に移行 し,林業不況が拡大 した昭

和50年か ら昭和60年にかけては42%も減少 し昭和

60年現在の林業就業人口は269人 となっている。

後述するように当村における地域林業振興にむけ

ての積極的な取りくみにもかかわらず就業人口全

体に占める林業就業人口のシェアーは昭和35年の

28.6%か ら昭和60年 には 11.0%に 減少 している。

農業就業人口も同年間にシェアー 45.1% か ら

21.6%に 減少させ ている。 これに対 して第 2次産

業は同年間にシェアーを 7.7%か ら26.4%,第 3

次産業は18.6%か ら40.9%に 拡大 しているが,第

面 積

196.926

472,049

508,771

171.927

95, 136

71,742

56.088

20.698

1,593,337

一
　

一　

５

　

一



して利用 し下流部の御坊の原木間屋との深い結び

つきの中で龍神林業が成立していた。

第 2期は昭和28年以降昭和30年代末まであるが,

昭和28年夏の暴風雨で日高川が大氾濫 (土砂堆積)

し,日 高川を流送路として使用できなくなり,御

坊の原木問屋の廃業や規模縮小で一時的には危機

に陥った。しかし,木材輸送路が陸送に転換され,

龍神材は田辺市場と結合するようになり,木材需

要の拡大に支えられ,山 元でコセンバと称する地

元の零細素材業者が叢生 し,活況を呈するととも

に,昭和30年代後半には年間 600 hoの 拡大造林が

進められた。

第 3期 は,昭和40年以降今日までであるが,経

済の高度成長で村内労働力の流出が著 しく,昭和

30年代末にはコセンバが伐出労働力を組織できな

くなったこと, さらに,田辺港が外材輸入港とな

り,田辺・御坊市場の外材取扱量が増大 し,龍神

材の売行きが悪 くなり危機に陥った。

このような状況を克服するために,昭和40年に

村内 3つの森林組合が合併 して龍神村森林組合

(当初は組合員 688名 , 出資金 1,372万円,職員10名 )

が発足 し,昭和43年～45年には当森林組合が第 1

次林業構造改善事業 (事業費36,955千 円)の 推進母

体として,①素材生産のためのチェーンソー, ト

ラック,索道,集材機,ク レーン車,ハウス,②

造林のためのチェンソー,刈払機,植穴掘機,マ

イクロバス,③協業のための測量機,オ ー トバイ

等の導入で資本装備の充実が図 られ,1日伐出労働

者が森林組合の作業班員となり,森林組合が伐出,

販売過程を担当するようになった。さらに,昭和

44年 には製材所を設置 し,ヮ イヤー,電線等に使

用するドラム加工や一般製材品の特注生産を始め

た。

他方,龍神材の一層の良質化 と販売体制の強化

を求める33人の30～ 250 haの村内の森林所有者

(500 ha以上の大規模経営者や30ha以 下の中。小規模林

家を除く)が中心となって昭和44年に「龍神林業懇

話会」を結成 し,龍神林業の問題点や展開方向に

ついての協議を重ね具体的実践を開始 した。さら

に,こ の林業懇話会のイニシアチブで村内の林業

田 辺 営 林 署

農 業 協 同組合

建 築 組 合

本材加エグループ

注 :資料は『 龍神体業 』 (龍神林業開発会議 ,昭和59年 )8頁 。

第 2図 龍神林業開発会議の組織と委員構成

加エグループが加わり,「村 ぐるみ林業」の活動

を推進する機関となった。

林業開発会議の具体的な活動は,①良質材生産

のための技術者養成,②良質材生産のための第 1

次,第 2次枝打ち100万本運動の推進,①林業広

報発行年 6回,④林業まつりの実施,⑤林業移動

相談室の開設,⑥間伐枝打ち普及の啓発 (展示林の

設置,研修会),⑦龍神・愛林音頭作曲, レコー ド,

①教育映画 (16ミ リ)の製作,①林業振興大会,シ

ンポジウムの開催など多面的な活動を行っている

(昭和61年 11月 23日～24日 に開催された第15回 龍神林業

まつりには村外からの参加者も含め約6千人が参加)。

以上のような村 ぐるみの体業振興体制が整うな

かで,森林組合では第 1次林構にひきつづき昭和

地域林業総合産業化への森林組合の役割 79

関係 6団体 (龍神村,森林組合,林業懇話会,林業改

良指導員,苗木生産組合,林業技術者協会)で畷 M5

年に「龍神林業開発会議」が設立され,各構成員

2名 を代表者として事務局を村役場におき実際の

運営にあたった10)。

構成メンバーは第 2図 のように昭和46年に林業

研究会 (村内に点住する約30 ha以下の複合林家35名で

構成),昭和47年 に村議会と田辺営林署,昭和53年

に龍神村農協,昭和59年 には建築組合並びに木材

林 業 懇 話 会

林業改良指導員

苗 木 生 産 組 合

林業技術者協会

林 業 研 究 会

龍  神  村

森 林 組 合

―
村長が任命する職員 2名

一

代  表  者  2名

一

代 表 者 2名

―
龍 神 駐 在 員  1名

―

代  表  者  2名

一
代 表 者 2名

一
代 表 者 2名

―

産経 ,総務委員長 2名

―
龍 神 駐 在  2名

一
代 表 者 2名

―
代 表 者 2名

一
代 表 者 2名

参画 年 月 日

昭和45年 6月 8日

昭和46年 2月 10日

昭和47年 4月 1日

昭和53年 6月 26日

昭和59年 5月 8日

村  議  会
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47年 には第 1次林構追加事業 (事業費 16,958千 円)

を導入 し, トラック,ク レーン車,集材機,索道,

上場等の資本装備を行 うとともに県森連と連携 し

て森林組合敷地内に素材市を開設 (昭和47年)し ,

従来の立木流通中心からセリによる原木流通に転

換する契機となった。さらに,昭和48年～51年 の

第 2次林構 (事業費 18,009千円)では, ①素材生産

のための集材機,ク レーン車,②協業のための磨

丸太施設,昭和53年の第 2次林構追加事業(事業費

37,690千円 )では,①素材生産のための土場舗装 ,

トラック,倉庫,フ ォークリフト,マ イクロバス
,

昭和54年の新林構実験事業 (事業費 11,330千円)で

は,①造林のためのマイクロバス,②小径木加工

場,①協業用ジープ,昭和59年には山村林構 (事

業費 115,290千 円)によリリングバーガー, 自動背割

機,自 動送台車付帯鋸機,箱板工場,製品乾燥室

などの国産材加工施設を導入しH),従来の原木流

通中心から最終製品としての製材品販売のシェア

ーを拡大する契機となっている。以上のような森

林組合を対象とした投下資本 (20年 間に2億 3,623

万2千円)は,森林組合を地域林業振興の経済的推

進主体としての体質強化に結びついている。

さらに,昭和62年には龍神材の需要拡大と地域産

業おこしを推進するため,第 3セ クター方式の「龍

神住宅株式会社」(資本金 1千万円,出資者は龍神村,

森林組合,建築組合,製材業組合,龍神林業研究グルー

プなど)を設立し, 村内のみでなく大阪府下や和

歌山市,田辺市方面からの注文を受け,住宅建設

に着手 し注目される12)。

他方,森林組合の資本装備の充実等と並行 して,

龍神村役場では昭和48年に「林業都市としての龍

神村」,「 自然休養都市としての龍神村」をスロー

ガンとした第 1次長期総合計画を策定 し,昭和49

年には全国的に もめずらしい林業課を設立して林

業施策の体制を強化 し,昭和58年 には林業振興地

域整備計画の策定,昭和61年 には「21世紀を拓 く

木の郷」をスローガンとした第 2次長期総合計画

を作成するなど地域林業振興に力を注いでいる。

民有林の基盤整備については昭和46年～61年まで

民有林林道開設事業を導入し,年間3,000～ 4,000

mの林道を開設し,昭 和 59年度末累積延長は ,

84,173m,林道密度は 3.72m/hcと なり, さらに

昭和 68年 には 5.lm/haを めざして取りくんでい

る。

林家の経営改善については役場内に駐在してい

る県林業改良指導員とタイアップして,林業中心

経営 (対象11戸), 複合経営 (96戸),林業副次経営

(137戸 ),付随経営 (769戸 )に林家を類型区分 し

スギ柱材生産の場合には,ha当たり平均 6,000本

の植栽,植栽後 7～ 8年間の下刈 (年 1回), 8年

生と14年生頃の除伐,20年生,27年生,34年 生頃

の間伐, 2～ 5齢級を対象にした枝打,伐出は50

年生を目標に森林施業の指導を行 っている。

さらに,昭和62年 3月 に完成した龍神村林業者

健康増進センター (山 村林業構造改善事業,事業費

146,300千 円,競技室 780m2,ト レーニン分レーム43m2)

は全国で初めての大型木造立体 トラス構造を採用

し,龍神材 (ス ギの集成材 をフルに使用した大型木

造建築物であり,林業振興,観光面でも新たな龍

神村のシンボルとなっている。

以上のように,昭和40年以降の林構事業等各種

補助事業の導入による林道開設や各種機械類等の

資本形成は,県庁や村役場など自治体の積極的な

働きかけを契機としている。しかも,その受け皿

として森林組合が位置づけられ,森林組合の事業

体質を単なる造林事業の受託団体か ら林産,販売 ,

加工事業さらに第 3セ クター方式を活用した住宅産

業への進出など地域林業の総合産業化の端緒を開い

たのは,龍神林業開発会議 という村内の各種林業

関係団体を結集 した組織活動に支えられてきた点

に注目すべきである。

4.地域林業総合産業化への森林組合の機能

第 1に ,龍神村森林組合の組合員は昭和62年 3

月末において正組合員が 644人 (う ち村内475人 ,

村外 169人 ),准組合員が 123人 (う ち村内110人 ,

村外13人)で合計767人で構成されている。 しかし,

管内には 1,240人 (う ち村内1,060人 ,村外 180人 )

の森林所有者がいるため正組合員加入率は 51.9

%に とどまっている。正組合員加入率を村内居住



者と村外居住者別にみると,前者は447%,後者

は9319%と 格差がみ られるが, 1世帯当たり数人

の所有者がいるため村内林家世帯 (619戸 )の正組

合員加入率は76.7%と なっている。他方,組合員

の所有する山林面積19,026ha(村内居住者 7,623 ha,

村外居住者 11,403 ha)は ,管内の私有林面積19,355

hcの 98.3%を 占め,山林面積のほとんどをカバー

し,未加入者は零細林家である。すなわち,正組

合員の平均山林面積は29.6 ho(う ち村内居住者 16.1

ha,村外居住者 675 ha)と なっている。

第 2に ,当森林組合の常勤理事 は組合長 (山林

所有面積220b),専 務 (5b)の 2人で,非常勤理

事10人のうち200～ 500 hcの 山林所有者が 3人 ,

100～ 200 hcが 3人 ,100 hα以下が 4人で前述 し

た林業懇話会または林業研究会のメンバーであり,

しかも60歳代が 3人 ,50歳代が 5人 ,40歳代が 1

人,30歳代が 3人 と若い世代を積極的に理事に選

出しているところに特徴がある13)。

第 3に ,当森林組合は参事を トップ に総務課

(庶務,経理,購買,金融)に 4人,造林課に 5人 ,

林産課 (林産事業,木材共販所)に 13人 (そ のうち7人

は青年林業士),製材所に 8人,小径木センターに

5人 と計36人の職員が従事 し,こ のほか10人 の常

備人,作業班員72人 (延日数 11,612日 )を雇用 して

いる。

第 4に ,当森林組合の主要事業のうち林産事業

及び販売事業をみると,昭和47年に森林組合本所

敷地内に木材共販所 (県林連と共同)を開設 (昭和49

年より毎月25日 に定期市を開設)し たのを契機として

立木の売買から素材生産→村内原木市場流通へと
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流通チャンネルの転換が図られ,現在当森林組合

の素材生産と共販所での流通 シェアーは約40%
(買方は吉野,桜井の業者が4割,田 辺,御 坊の業者

が3割 ,紀北の業者が1割 5分,村内が1割 5分 )を 占め,

他は自伐が40%,素材生産業者が20%の シェアー

をもち,奈良県吉野,桜井市場や県内の御坊市場

に出荷されている14)。
当森林組合の林産事業,販

売事業による取扱高は第 5表 のように昭和45年か

ら55年までにそれぞれ 201,842千 円, 8,453千円

から545,196千 円, 536,943千円と飛躍的な拡大

をとげた。しかし,木材共販所でのポ当たり販売

高が昭和55年平均で71千円であったのに対して昭

和57年が51千円,昭和59年が39千円,昭和60年が

41千円,昭和61年が40千円と低迷しており,その結果 ,

昭和61年の林産事業は477,218、千円と昭和54年の

645,033千円に比べ26%も下回り,昭和61年の販売

事業も,735,827千円と昭和56年の 711,763千円に

比べて 3.4%上回るにすぎず ,外材支配下の木材不

況のインパクトを受けている。しかし,昭和61年度は

小径木材を使用 したロッグハウス (Kiハ ウス)4棟

分 (15,545千円)の販売など新 しい販売対応が注目

される。加工事業は昭和55年以降低迷 していたが,

昭和60年 4月 に国産材加工場施設が完成 し,昭和

60年 154,569千 円,昭和61年 221,676千 円と拡大

に転じている。

購買事業は,山行苗の取扱いが昭和44年の2,599

千円をピークとして昭和61年には217千本まで減

少 し,昭和55年の42,578千 円に対 して昭和61年は

12,188千 円と28.6%ま で減少している。森林造成

事業は,植栽面積は減少 しているが,下刈 (除伐)

第 5表 龍神村森林組合の主要事業の推移
(単位 :千円)

貸 付 金 残 高

107.041

350,922

765,791

1,902,905

2,047,785

1,965,852

1,566,738

販   売 林   産 加   工 購   買 森 林 造 成 利   用 福 利 厚 生
6,232

8.453

489,043

536,943

607,179

552,019

617.571

735,827

45,983

201.842

581,414

545, 196

607.179

256,458

461.468

477,218

45,332

110,593

146.456

119.542

118,066

154.569

221,676

10.463

24.236

28.779

42.578

26.466

16.555

13,994

12, 188

5,888

27.545

109,216

170.412

102,946

166.093

167.937

219,976

9,801

10.555

20,OC(〕

30,845

33.420

32.065

40,232

48,369

163

2.605

4. 178

3, 161

2.683

2.187

2, 055

４‐

４５

５ ０

５５

５７

５９

６０

６‐

注 :龍神村森林組合資料による。
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第 6表 龍神村森林組合の損益計算書 (昭和61年度 )

注 :1)△ はマイナス

2)龍神村森林組合資料 :こ よる。

(単位 :千円)

I電管

益

費

利

理

総

管

業

業

事

事

益

益

益

利

損

利

外

業
　
　
常

；

業

‘

事

事

経

益

益

員

純

‐

期当

別

前

特

税

14.234

△   14,234

△    2,920

△   17, 155

法 人税 及 び住民税額

当 期  和l 益  金

前 期 繰 越 欠 損 金

未処 理 欠 損 金

面積が昭和60年の 1,059 haか ら昭和61年の 1,393

hcに拡大することにより事業総収入も増大に転 じ

ている。利用事業は,昭和61年には48,369千円で

あるがそのうち林業機械が29,543千 円と61.1%を

占め微増傾向にある。金融事業は,昭和57年度末

残高の 2,047,785千 円をピークとして,昭和61年

度末の 1,459,682千 円と71.3%ま で減少している。

第 5に ,昭 和61年度の損益 計算書をみると第

6表のように事業利益 は利用事業で 28,976千

円,販 売事業で 18,606千円と両部門に依存 して

いるが ,事業外損益は前者でマイナス20,018千 円 ,

後者でマイナス 6,853千 円計上 (全体の事業外損益

はマイナス29,706千 円)し ているため,経常利益は

前者でマイナス 1,412千円,後者で22,123千 円と

減少 し,全体の経常利益は 1,397千 円,当期利益

金は 1,112千円にとどまっている。

以上のような事業外損益の大幅なマイナスは,

貸借対照表における自己資本がわず力48,066千円

に対 して,有形固定資産のみで 219,589千 円 (う

ち建物 85,253千 円, 構築物 24,210千 円,機械装置

53,158千 円,車両運搬具 12,410千 円,工器具備品

2,717千 円,土地 11,600千円,分収林 301241千円)と

自己資本有形固定比率 (自 己資本/有形固定資本)が

わずか21.9%に とどまり,有形固定資本のほとん

どを長期借入金に依存していることから生じる借

入金利息に起因 している。なお,前期繰越欠損金

7,902千 円は,前述 した借入金依存体質に木材価

格の低迷が加わり昭和57年度に 6,280千 円,昭和

58年度に 3,559千 円,昭和60年度に 187千円の当

期欠損金を出し,そ の累積により生 じたものであ

り,出資金の大幅増大による自己資本の拡充が経

営安定の上で大きな課題となっている(ちなみに

龍神村農協においても自己資本固定比率 I(自 己資本

/(固定資産十外部出資)}が 29.8%と 同様の特徴がみ

られる)。

以上のように,地域林業の総合産業化の視角か

らみた当森林組合の機能は,①造林事業のみにと

どまらないで,林産,販売,加工事業を導入する

とともに,第 3セ クターとしての龍神住宅産業株

式会社の新設により,総合産業化への地歩を築き

つつあるが,② しいたけ,さ かきなど広葉樹資源

を活用 した林家経営の内包的規模 拡大のため農

協との連携強化や③豊富な環境資源 としての森林

を背景とした林家の民宿や山林留学への取り組み

など3つの側面の強化によって地域林業の総合産

業化に接近することが出来るが,②,③はこれか

ら拡充すべき分野であり,そ の限 りで龍神村は総

合産業化への端緒段階にあるといえる。

5.地域林業総合産業化への森林組合の今後

の課題

第 1に ,林業不況が深刻化 した現段階において,

龍神林業の総合産業化を推進する先導的樹旦い手

として,森林組合の役割がいっそう大きくなって

いる。昭和40年代に龍神森林組組 として発足 した

段階は,行政的,財政的支援の下で,しかも造林,

保育事業のウエイトが高く,林産事業のウエイト

は相対的に小さかったが,現段階においては,林

産,販売,加工事業を物流機能 としていかに効率



的に担い得るか,そ の結果として組合員並びに森

林組合従事者,地域の林業関連産業,林業労働者

に,そ のメリットを還元できるかが最大のポイン

トとなっている。とくに,外材比率が約 3分の 2

を占める国内木材市場の下で当森林組合が推進 し

ている小径木木材を加工 したロッグハウスの開発,

販売事業,当森林組合の出資による「龍神住宅株

式会社」の関西地域を ターゲットとした需要拡

大など,よ り消費者に接近 した事業活動の展開

いかんが,森林組合事業を大 きく規定しつつあ

る。

紙野伸二氏が前述 したように地域林業の振興視

角として明らかにされた 3つ の働きの相互関連の

激化は,基本軸としては重要であるが,現段階で

は,森林組合のハー ドとしての林産,販売,加工

事業を前面に位置づけながら,そ れをソフト面で

補完する「龍神開発会議」などの組織活動を位置

づけながら,林家組合員の視野のみでなく林業労

働者,建築組合,木材加エグループなどを包含 し

た山林おこしとしての社会的目的を明確にしなが

ら取 り組む必要がある15)。

第 2に ,地元の林家を農家林家と非農家林家に

区分すると,前者が 539戸 ,後者が80戸 と87%が

農家林家であり,当森林組合では農協との連携に

よって,シキミ,さかき, ヒサカキ, しいたけなど特

殊林産物生産と加工,販売事業を強化することに

より,地域農林複合経営の定着化と林家の内包的

規模拡大に本格的に取り組むべきである16)。

第 3に ,当地域は,日 高川上流部で,夏も比較

的冷涼な地域でもあり,温泉利用,山菜とり,魚
つりにも最適であり,森林組合は環境資源として

の森林を活用 して都市消費者の交流対策として農

林家の民宿などの斡旋に積極的に取 り組むことに

より,前述 した第 1,第 2の課題への取り組みと

の相乗効果を引き出すことにより地域林業の総合

産業化に向かって前進できるであろう。

第 4に ,以上の先導的担い手としての当森林組

合は,有形固定資産の拡充に対応 した自己資本の

拡充が立ち遅れ,自 己資本有形固定比率が 21.9

%に とどまっており,長期借入金依存体質に基づ
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く事業外損益のマイナスによる圧迫をうけている。

このため林業開発会議の活動の一貫として森林組

合の正組合員,准組合員の出資金増大運動を提起

し自己資本の拡充が図 られる必要がある。自己資

本拡充方法として手数料率の引き上げによる剰余

金を準備金として組み入れることも考えられるが,

現段階では妥当とはいえない。

注

1) 今日の森林,林業問題の焦点は,戦後造林地

が間抜期から伐出期を迎えようとしている中で林

家及び森林組合による林産事業や販売事業の強化

であり,こ の問題を回避して,抽象的に「森林は

天然の木材再生産工場」である点を強調 してみて

も,何 ら問題解決の糸口を見い出すことが出来な

い。

2) 紙野伸二『 地方林政の課題 』 (日 本林業技術

協会,昭和57年 )100頁。

3) 田中茂氏は「協同組合としての森林組合の組

織の基本的理解は,組合員が森林所有者であると

する法律上,制度上の理解にとどまるのではなく,

組合員が所有する森林を基礎に,非組合員をふく

む地域住民に対する恒常的な経済活動によって ,

機能的に組織の性格が規定される」と指摘されて

いる。『 日本林業の発展と森林組合 』 (日 本林業

調査会,昭和57年 )107頁。

4) 紙野,前掲書,99～ 141頁。

5) ここでの地域林業の総合産業化は,第 1に ,

地域の林家によって組織された森林組合を中核と

して,地域内に素材市場や木材市場を開設し,林

産事業,販売事業,加工事業を総合的に展開する

とともに,地元の建築組合等との連携により住宅

建設事業にも進出し,木材関連の川下産業を内包

化することにより山村就業を拡大することであり,

第 2に , しいたけ,さ かきなど広葉樹を活用 した

林産物生産を通して林家経営の内包的規模拡大を

目ざすことであり,第 3に森林を育林の状態で観

光,教育資源 (林家への民宿,山村留学など)と

して活用し,林家や山村経済の所得拡大を目ざす

という3要素を内包した概念として使用している。
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6) 協同組合経営研究所編『 協同組合白書 ('87

年版)』 (柏書房 ,1986年 )97頁。

7) 「森林組合法」第 9条による。

8) このように龍神村は不在村者面積割合が高い

ため,地域林業の振興のためには,不在村森林所

有者をいかに取り込むかが,重要な課題となって

いる。

9) 昭和60年の世帯数 1,595戸のうち総農家数は

879戸 (55.1%), 山林保有農家 467戸 (総農家

数の53.1%)である。 他方 ,林家数は 619戸であ

るため,75.4%が 農家林家,24.6%が非農家林家

である。

10) 真砂典明『 地域林業振興の一翼を担って』(清

文社 ,昭和55年 )。

11) 『 和歌山県龍神村労働環境施設整備事業及び

林業開発センター (特認事業)の設置について』

(全国林業構造改善協会,昭 和57年 ),『 森林組合

の概要』 (龍神村森林組合 ,昭和61年 )

12) 龍神住宅株式会社の顧間には村長,社長には

森林組合長,取締役常務には建築組合役員,非常

勤取締役には製材業組合長と龍神林業開発会議副

委員長,監査役には村助役と農協専務が就任 して

いる。常勤役職員は 3人 (常務と職員 2人)で①

電話や訪間による受注 ,②図面の作成,見積 ,③

契約,④地元の大工40名 (10チ ーム)の工事分担,

建築,⑤地元の電気商,水道業者 ,左官による工

事,⑥工事完 了後,龍神住宅株式会社による工事

のチェック,⑦新築家屋の引き渡し,③龍神住宅

株式会社によるアフターサービスを行っている。

受注は,村内のみでなく和歌山市,南部町,美山

村 ,南部川村のほか,場市,松原市,岸和田市方

面からも受けている。

13) 理事には村内居住の正組合員のみが選出され

ているが,森林組合の事業機能の拡充した結果と

して,村外正組合員を森林組合事業へ結集させて

いる。

10 木材共販市当日に,県森連は,3人の職員を

出向させ,単位の職員 8人 とともに市場運営を行

うとともに,そ の後購入業者からの代金回収面を

担当し,販売手数料 6%の うち0.5%(単組は ,

5.5%)の配分を受けている。

15) 当森林組合の事業は行政のバックアップによ

って可能になった面が多い。しかも,それを地域

に波及させたものは,龍神林業開発会議を核にし

た組織があったからである。しかし,現段階の森

林組合事業は,新 しい局面に移行しつつある。

16) 農林複合経営については野口俊邦「中小林家

の林業経営」, 奥地正・鷲尾良司編著『 転換期の

林業・山村問題』 (新評論,1984年 )181～ 196

頁,杉浦孝蔵著『 これからの山菜経営 』 (全国林

業改良普及協会,昭和59年 )を参照。
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昭和62年 11月 20日

昭和62年 12月 2日
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