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研究・技術資料 特集「森林資源活用のための情報戦略」

地域産業の再構築による林業の成長産業化に向けた取り組み ＊

本藤幹雄＊＊

1 . はじめに

第 129同日本林学会大会にあわせ，平成 29年度の森

林利用学会シンポジウムが 2018年 3月29日（木）に高

知大学朝倉キャンパスの共通教育 1号館 153講義室にお

いて開催された。テーマは「森林資源を上手に活用して

いくために ー川上～川下の情報共有を通じて一」である。

筆者はこのシンポジウムにおいて，平成 29年度より

久万腐原町が取り組んでいる林野庁事業「林業成長産業

化地域モデル創出事業」の内容を中心に「地域産業の再

構築による林業成長産業化への取り組み」と題した話題

提供を行った。

本稿では，シンポジウムで行った話題提供の内容を基

に， この取り組みを始めた背景や現状，今後の見通し等

について記載する。

2. 久万高原町における現状と課題

2.1久万高原町の現状

愛媛県上浮穴郡久万高原町（以下，当町）は，平成 16

年に上浮穴郡内旧 4ヵ町村（久万町，面河村，美川村，

柳谷村）が合併し誕生した。当町は，愛媛県の中間に位

置し総面積 58,366haの県下最大の面積を有する地方自

治体である。（固 一1)

当町の森林面積は 52,464ha (森林率 90%), 民有林面

積 43,368ha (82 %)という山林に覆われており ，人工

林の内訳はスギ27,109ha (52 %) , ヒノキ 13,503ha (26 

％）となっており ，その大半が拡大造林期に植栽された

12零級を中心とした偏った針葉樹人工林が占め，現在は

資源の利用期に入っている。（同ー2)

また，当町は町単体で中予山岳流域を形成し，森林組

合も久万広域森林組合のみという 1町 1流域 1森林組合

という全国的にも珍しい森林管理体制を有している。

人口は 8.414人（平成 30年 7月末現在）で高齢化率

47.3 % (2017年 9月現在）と典型的な少子高齢化の中山

間地域である。

2.2久万高原町の林業 ・木材業における現状と課題

当町における林業の始まりは，江戸期の松山藩有林に
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圏ー 1 久万高原町の位置

* Efforts towards growth industrialization of forestry through reconstruction of regional industry 

•• Mikio Hondo久万高原町林業戦略課 Kumakogen-cho,ForestryStrategy Division Kumakogen-cho,791-1201 



26 

おける施業の記録が残されているものの，本格的な人工

林施業の始まりは明治初期からとなる。さら に現在の林

業の基礎は昭和 30年代の拡大造林を契機に築かれた，

いわゆる新興林業地に分類される。

そして，現在の当町の林業は，平成 17年に町内林業

関係者，久万広域森林組合，町，愛媛県等により組織さ

れた中予山岳流域林業活性化センターが開始し，平成 20

年より久万広域森林組合に引き継がれて行われている提

案型施業地集約化事業「久万林業活性化プロジェクト」

（年間集約面積概ね 1,000ha) を中心に森林整備が進めら

れている。このプロジェクトの特徴としては，森林組合

が集約化した施業地を組合から「事業」として町内の素

材生産事業者に入札発注し， 受注者が施業を実施，その

収益を組合管理下の元，山林所有者と素材生産事業者に

還元する方式を採用していることである。この方式を採

用したことにより平成 17年度 138人であった林業就業

者数は，平成 27年時点で 222人にまで増加しており 当

町の雇用 と経済の安定に寄与している。

また，当町の特徴として，農家林家を中心とした個人

所有林における自伐施業（年間推計5万 mりも盛んに

実施されており，域内の総原木生産量は年間概ね 20万

面で推移している。林 業 総生 産額 は概ね 25億 5

千 7百万円（平成 25年度愛媛県市町村経済計算）にま

で成長し町の基幹産業となっている。

一方で近年では当町でも主伐が進み始めており，年

間30ha程度の主伐が行われるようになってきたが， 主

伐後の更新に係る費用については十分な収益が得られな

い場合もあり， また，更新後の育林コストと担い手双方

の確保が難しいこともあり，主伐後に天然更新を選択す

る森林所有者が現れ始めている。

このような状況下において，現在の当町の年間施業面

積は，活性化プロジェクトによる集約面積と民間の施業

面積を合わせても最大で2,000ha程度と推測されており ，

現状では，すべての民有林を 1回整備するために 20年

以上の時間が必要となる計算である。 このため，集約化

及び施業時の生産性を今以上に上げていくことが求めら

れている。また，増加を始めた主伐後の再造林を促進す
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図ー 2 久万高原町の人工林資源量
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るためには，森林所有者への利益還元の増加と育林の担

い手の確保も行わなければならない状況でこれらをどう

確保するかが問われている。

2.3木材流通に関する現状と課顆

当町の原木生産と原木流通の現状を示す（図ー 3)。当

町の原木生産に対して，原木流通を顧みると，町内には

3つの原木市場が存在し，各々が市売りで原木を販売し

ている状況である。これは当町の森林が比較的急な斜

面に成立しており，山土場での選別や貯木が難しいため

原木市場が重用されてきたためである。ただ， 3市場が

個々に存在することで原木のロットが分散してしまい，

製材業者が自らの必要量を1つの市場で確保できない場

合も多く， 3市場を周回して原木を仕入れることになる

ため，各市場での入札価格が需要者側の都合で左右され

ることとなり， これが原木価格の不安定を招く要因とな

っている。 また，同じ町内の木であっても市場ごとに価

格が大きく変わるという不合理も発生している。

加えて，原木市場を介した販売体制であるため，製材

工場や建築事業者など，いわゆる川下の需要者と山側の

素材生産者との連携が希薄であり ，素材生産者が需要者

の求めるものを把握することが困難な状況であり， この

ことが需給関係のミスマッチさらには，原木価格の低迷

を引き起こす状況も散見される。

さらに，生産者の需要動向を把握する方法が，市売り

における価格動向のみになるため，前回の市売りの結果

で木材価格が高騰した場合素材生産事業体や個人林家

が一斉に木材生産を行い，次回の市に出荷を行う傾向が

高い。このため，木材価格が上昇する と，その直後に供

給過多を引き起こすことが多く，結果として上昇してい

た木材価格を急落させる事態も多々発生している。

このような状況に対して，より 需要者の要望を聞き取

り，それを素早く木材生産の現場に伝え，「必要なもの

を必要なだけ，安定的に供給できる」仕組みづくりが求

められている。また，生産者と原木市場を リアルタイム

で繋ぎ，施業現場における生産状況を把握し，生産管理

やその時点での需要者の要望とのマッ チングが行える

「原木を確実に売ることができるシステム」の構築も急

久万高原町内の原木流通概略図（現状）

［ 企業経営林

図ー 3 久万高原IIITの原木流通概略固
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務である。

加えて，今後の主伐後の更新費の確保を行うためにも，

森林所有者への適正な利益還元を行っていく必要があ

る。このため，原木の価格決定に際しては，市売り依存

から脱却し，川上と川下双方が協議し決定するなど，透

明性のある利益配分が行える仕組みを作っていくことも

必要となっている。

2.4木材の加工流通に関する現状と課題

当町の林業は，昭和 44年に地域の林家・行政・学識

経験者で組織された「上浮穴郡林業振興協議会（現上浮

穴林材業振興会議）」により制定された林業体系「上浮

穴地方育林技術とその体系」（図ー 4) に基づき，概ね

5,000本/haの密植を行い，その後20年程度枝打ちを集

中的に行って，無節優良柱材の生産を行うことを目的に

育林が行われてきた。このため，当町で生産される原木

からは高い確率で無節の製材品が生産可能である。

しかしながら近年，住宅様式の様式化や建築方法の変

化等により，無節材をはじめとする優良材への需要が減

少しており，この結果，柱径級（標準伐期齢35年）で

主伐更新を行う予定が大幅にずれ込み，生産される原木

の大径化が進んでいる。愛媛県下においては，大径材に

対する需要は非常に限られており，現状では手をかけて

育てた良質な原木が，一般材と同様に安く取引される状

況に陥っており，これが森林所有者の施業意欲を減退さ

せる一因ともなっている。

加えて，当町には年間 6.5万m3の原木を消費する久

万広域森林組合父野川事業所を始め数社の製材工場が存

在しているがそれらの工場で使用される原木消費量を

すべて合わせても年間原木消費量は 10万面程度でしか

なく ，20万面の年間原木生産量の約半分は町外へ販売

せざるを得ないのが現状である。さらに，大径化した優

育林技術体系に基いて生産

された材の理慧的な木口
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良な原木の場合，横架材や板材，特に化粧材などに加工

することで付加価値を付与することが可能となるが，そ

の加工ができる設備が愛媛県下には殆どなく，このこと

も優良材の価格下落を招いている一因となっている。

これらの状況に対して，大径化する原木の有効利用の

検討や，町産材のブランド化も含めた付加価値製品の開

発を行っていく必要がある。さらには，輸出も含めた新

たな販路開拓も必要である。また，製材工場よりもさら

に川下となるプレカット工場や住宅建築業者などとの連

携により， より確実な木材製品の流通経路の確保も検討

する必要がある。

2.5森林管理の担い手に関する現状と課題

現在は森林資源の充実期ということもあり ，森林で行

われる施業は伐木造材及び搬出が主であり，特に現在町

内で林業に従事しているものの殆どが育林を経験したこ

とがない。このため，地域で制定した育林技術体系を含

めて持続的な林業を行う上で必要な育林技術そのものの

継承が難しくなりつつある 。 これから主伐• 更新を行っ

ていく上で各種技術を次世代の担い手に確実に継承して

いくことは急務となっている。

加えて近年，少子高齢化の進展に伴い林業の担い手だ

けでなく，森林所有者の不在村化や森林を手放すことを

希望するものも増加傾向である。また，相続等による林

地の細分化や所有者不明林も増加傾向にある。

このような状況に対して，育林を経験した世代が健在

である今のうちに次世代の担い手に対し，地域林業の

基礎技術を継承できる場を設定する必要がある。

また，確実な森林管理を行っていく上で所有者の明確

化と，所有者へ森林の持つ意義や森林経営に係る知識の

付与を行い森林の価値を理解してもらうことは，今後の

持続的な森林管理を行う上で必須事項である。このため，

（久万鉢彙主童亀化シリーズ ·••> 

上浮穴 地方

育林技術とその 体 系

l如 . 3. I 

上浮穴郡林業振興協議会

図ー4 上浮穴地方育林技術とその体系
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新たに森林を所有しようというもの，あるいは林業に新

規参入しようとするもの，新たに森林を相続したもの等

に対して森林管理の在り方やその経営の方法に関する教

育を行う場の設定も求められる。

2.6森林の総合的な利用に関する現状と課題

当町は四国八十八か所札所44番大宝寺， 45番岩屋寺

や西日本最高峰である石鎚山を有しており，これらはい

ずれも森林と共に存在しているが，例えば遍路道周辺の

森林整備などは十分に行われているとはいえない。また，

石鎚山をはじめとする町内の様々な森林に関してもその

活用は十分に行われていない。

森林を単に用材生産のみに用いるのではなく，間伐後

の森林など， しばらく収入機会のない森林に関 しても積

極的に活用し，収入機会を拡大させることが森林管理の

持続性を確保してくためにも必要である。さらに，森林

を活用した新たな産業（観光，スポーツ，医療等）を興

すことで新たな雇用の場を創出することも可能となる。

そして，これらを通して都市間交流人口の拡大や移住者

の獲得などを目指すことは，過疎化に悩む当町の課題解

決にも繋がる。

3. 林業成長産業化モデル地域創出事業での取り組み

平成 29年2月，林野庁は，地域の森林資源の循環利

用を進め，林業の成長産業化を図ることにより，地元に

利益を還元し，地域の活性化に結びつける取組を推進す

ることを目的に，全国の林業地域における林業成長化に

向けた独自の取り組みをまとめた「林業成長産業化地域

構想」を募り，モデル地域を選定し，これを支援する事

業「林業成長化モデル地域創出事業（以下，モデル事業）」

を創設し公募を行った。当町は，これに応募し，平成 29

年4月28日に全国 16ヶ所のモデル地域の一つとして選

定された。本章では，上述の当町の現状と課題を踏まえ

た上で，モデル事業における当町の取り組み内容とモデ

ル事業の現時点での進捗について記載する。

3.1総合商社「久万林業本部 （仮称）」の創設

当町では無節柱材等の生産を目標にした育林技術体系

に基づき森林管理を行ってきており，地域の林家等が育

んできた優良かつ豊富な森林資源が充実している。この

優良な資源を核として，今一度地域の森林，林業，製材

業など関連産業の役割や機能を見直し再構築すること

で，当町の林業の成長産業化を目指すこととし，その中

心的な業務を総合的に取り扱う総合商社「久万林業本部

（仮称）」（以下，商社）を創設することとした。

商社の主たる業務は①森林資源から木材製品までの物

流 ・商流の一元化，②担い手の確保・育成，③町産材の

ブランド化と利用拡大，④森林の多面的利用の推進であ

る。現在は，中予山岳流域林業活性化センターを中核と

して産官学民金の参画の元その体制づくりに着手したと

ころであり，中心的な組織を平成 30年度末に立ち上げ

ることを目標とし，現在当町関係者により商社化協議

J. Jpn. For. Eng. Soc. 34 (1) 2019 

会を設立し協議を進めている。

3.2森林資源から木材製品までの物流・商流の一元化

現在の当町林業では川上と川下の連携が取れていない

ことで様々な不利益が発生していることは，先述の通り

である。その中でも生産現場と販売窓口に当たる原木市

場の連携は極端に悪く生産状況を把握できない状況が長

らく続いてきた。

このことを解消することを目的として，木材の生産現

場と商社を ICT (情報通信技術）で繋ぎ，必要な情報の

双方向化を図ることとした。すなわち作業班に小型モバ

イルを携帯させ， GPS情報を常時記録させると共に，作

業員が撤収する際，その日搬出した原木の写真を撮影し

てもらうことで，①日毎の作業進捗状況，②日毎の木材

生産量と樹種，径級，長級等原木情報，③土場での貯木

量と市場への運送予定日， ④商社からの指示（造材指示

等），④現場からの相談といっだ情報を共有するシステ

ム構築を行っている。このシステムは（樹ジッタと久万広

域森林組合及び当町の共同で開発中であり，現在実証試

験を重ねており，来年度からの本格運用を目指している。

（図ー 5)

また，原木市場と製材工場に関しては，長年の慣例と

して製材工場側の当用買いが続いており ，これが材価の

変動の要因とされてきた。また，愛媛県下の製材工場は

工場規模と比較すると土場が狭く，原木をストックする

ことが困難であることも当用買いの一因である。しかし，

当町で原木を購入している各製材工場の年間必要原木量

には大きな変動がないことが， 3原木市場の買い方情報

の分析から明らかとなった。このため，①原木必要時期，

②必要樹種・径級 ・長級 ・材積，③納品期限といっだl胄
報をネッ ト上で情報共有すると同時に，その情報を先述

の生産現場にも伝達できる環境整備を進めている。

また，原木市場に関しては 3市場の営業窓口を商社が

受け持つことで，現在は分散して販売されている町産材

の販売窓口を一本化することでロ ットを拡大し， より多

様な売り先の確保を行うこととしている。現在は特定

の樹種径級，長級の原木については市売りにかけず，

当町立会いの下 3原木市場の担当者と製材工場数社の代

表が3か月に 1回毎に価格協定を行っている。また，原

森林管理へのJCTシステムの導入イメージ

施業地集約（所有者への説明）

各種計画（事業計画、生産・販売計画等）

事業管理（進捗、支払い｀検査、測量等）

流通管理（在庫管理、契約販売）

川上一JII下連携強化

事業進捗状況

付加価値造材
各種情報の一元管理

図ー 5 森林管理への ICTシステムの導入イメージ
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木市場側は，工場側への量的な確約を果たすために，域

内の 3市場が共同で，契約した製材事業者にトレーラー

単位で原木納入を行う実証事業を行っている。この実証

事業を通じて契約販売方法を確立し，その他の原木につ

いても順次契約販売に移行していくこととしている。

3.3森林資源量の把握と集約化速度向上

森林資源量の把握は，将来的に生産可能な原木量すな

わち，在庫量といえる。これまでも森林資源量の把握に

関しては，様々な方法が試みられてきたが， より正確な

数値を把握しようとするとき，その調査に係る労力とコ

ストは膨大となり，収益性が高いとはいえない近年の状

況では使用できない調査法が多くあった。また，近年は

航空レーザー測量の発展により，広域範囲の森林資源量

が素晴らし精度で把握できるようになったが，その調査・

分析に係る金額は高額で財政力に乏しい当町単独では入

手が困難な状況である。しかし，一定の精度を持った森

林資源董の把握は，生産計画や管理計画の策定，ひいて

は商社化にとって必須事項である。このため，（梱ジッタ

と久万広域森林組合，当町が連携して「ドローによる空

中写真の撮影とその分析による材積推計による森林資源

量調査法」を検討し，一定の成果を収めることができた。

この方法は，①ドローン (DJI社製Phantom4 Pro)を

森林の上空60~70mを一定高度で自動飛行ソフトを使

用し飛行・空撮をさせ，②空撮と並行して胸高直径を人

カで林内を縦断するように測定し，③空中写真を画像解

析ソフトで 3D画像に変換させたのち，④（樹ジッタが開

発した画像分析ソフトで樹頂点（樹高）と本数を計算し，

⑤②で採取した胸高直径データと④で把握した樹高及び

本数データを基に平成 24年度に森林総合研究所が開発

した「幹材積計算プログラム」を使用して材積推計を行

った。この方法を用いて行った実証試験では，皆伐地の

施業前に材積推計を行い，その直後に施業を実施し，搬

出結果を照合したところ概ね 90%近い結果を示した調

査地があり，その有効性が期待された。しかし， ドロー

ンの飛行制限があるため十分なデータが取れない場所

や，施業予定地の傾斜角が急だと空中写真にひずみが生

じ正確なデータが採取できない場合があるなど課題も発

生しており，現在は調査回数を重ねながら調査方法の改

良を重ねているところである。

ドローンを使用した材積推計方法は，概ね 30haの森

林の空中撮影が 15分程度で済み，胸高直径のみの測定

であるため調査における労カ・時間とも従来のプロット

調査法と比較して飛躍的な省力化につながるため，今後

さらなる検討を続けていく。

また，施業地の事業設計の省力化と安全性の確保を目

的として，平成 29年 11月に住友林業社及び信州大学農

学部白澤紘明氏により開発された路網設計支援ソフト

「ForestRoad Designer」を導入した。このことにより，

これまで一部の熟練者のみが行ってきた作業道の設計等

が，ある程度の経験を積んだものでも出来るようになり，
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作業労力の省力化や事業発注速度の向上，人材不足の解

消作業者の安全確保にも繋がりつつある。

3.4担い手の育成

当町では，集約化事業に携わる素材生産事業体に加え

て，一人親方や農家林家など個人で林業を行うもの少な

くない。しかし，個人で施業を行うものの動向はこれま

で把握されておらず， この結果が先述した木材価格の下

落等を引き起こす要因となっている。このため，商社事

業の中に個人あるいは少人数で林業を行うものを登録し

その生産動向を把握すると同時に施業の共同化や法人化

を支援する機能「林業従事者登録制度」を設置すること

とした。また， この制度へ登録したものに対して．施業

地の斡旋や新たな森林の取得の支援，経営計画の策定に

向けた支援等を行い，事業体として育成していくことで

当町の林業の担い手の確保を行うと同時に．担い手自ら

が森林を所有し自ら計画をもって森林を管理する事業体

「久万林業経営体」として育成し当町の林業の持続性を

担保することに取り組むことした。

一方， 自ら林業を営んでいるもの．森林を所有してい

るもの，あるいはこれから森林を取得しようをするもの

に対して，森林の基礎知識や森林管理の方向性，林業に

おける労働安全衛生や新しい法制度等の「林業経営に必

要な知識」を付与し，森林取得や森林管理の技術力向上

に向けた支援を行う「林業経営講座及び基礎技術実習」

を設置し，毎年開講を予定している。この講座の運営に

当たっては．愛媛大学農学研究科森林環境管理サブコー

スの山田容三氏や同社会共創学部の笠松裕樹氏，愛媛県

林業研究センター研修課．愛媛県久万高原森林林業課，

久万高原町などが連携して行っており，昨年度は当町の

みならず愛媛県下の市町から 23名が参加した。本講座は，

林業を初めて学ぶ場当町だけでなくの既存の林業従事者

の「学び直しの場」ともなっており，個人林家の林業災

害等の抑止という効果も期待されている。

こうした取り組みを通して，今後も当町のみならず愛

媛県下の林業者，森林所有者の意識及び技術の向上に寄

与していく方針である。

3.5町産材のブランド化と木材利用の推進

当町産材は先述の通り「上浮穴育林技術とその体系」

に沿って育林された経緯から．かつては「久万材」と呼

ばれ「無節」「通直」「目込」の美しい柱材が市場から評

価をされてきた。しかし．大径化が進む現在，これに対

応するため，柱材に加えて横架材等の構造材利用を拡大

すると共に，内装材等の新たな製品開発に取り組んでい

る。具体的にはフローリング材や腰板．あるいは輸出を

視野に入れた家具材の開発等である。昨年度は，中国に

対して磨き丸太を試行的に輸出し好評を得た。今後も

様々な付加価値を模索し，商品のブランド化を目指す。

また．当町では板材の利用を主目的とした軸組工法と

壁工法を組み合わせた木造住宅モデル（以下．次世代住

宅モデル）を法政大学デザイン工学部教授網野禎昭氏と
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共同で開発した。この住宅は，板材を多用した大空間型

の住宅であり，平均的な一棟（延べ床面積 llOmり当た

りの木材使用量は概ね 60面と通常の 2倍強の木材を使

用するもので現在建設中である。この住宅は，従来の

在来工法とは異なりプレカットを多用せず，建築時の木

材接合技術を可能な限り容易にするなど現在，建築業界

でも人材不足であるが，これを補える仕様となっている

ため，小規模事業者であっても容易に住宅建築が可能と

なる。また，耐震性や環境性能が基本設計に含まれてい

るため，簡易な作業で付加価値性の高い住宅を建築可能

である。加えて，基本設計部分以外は変更が可能である

ため同じ構造であっても，様々な種類の住宅建築が可能

である。このため，複数の事業者が同じ構造を共有して

も事業者毎の病品の差別化を図ることも可能である。

この住宅の建築に当たっては，「久万材利用者登録制

度」を設置した。この制度は，①愛媛県中小建築業協会（以

下，建築業協会）と当町の連携の元，②協会に所属する

地域ビルダーや住宅設計事務所等のうち，今同開発した

次世代住宅モデルの販売を希望する事業者を募り，③こ

れを名簿に登載した上で，住宅部材に当町産材を一定凪

使用することを条件に，④次世代住宅の意匠使用許諾と

次世代住宅の基本設計書及び建築技術を開示する， もの

である。なお，基本的な部材に関しては，町内の製材工

場が連携して一定量のストックをしておくことで，建築

事業者からの受注に対して即応できる体制を整備する。

また，販売する部材には森林認証材を積極的に活用し，

施主の信頼性を獲得すると同時に当町の情報を合わせて

発信することで，都市部と当町の交流人口拡大にも繋げ

ていく 。町産材の「売り方」のブランド化にも取り組ん

でいく 。

3.6森林の多面的利用の推進

当町は， 愛媛県の県庁所在地である松山市に隣接して

おり，平成 24年3月に地域高規格道路が開通したため，

中心部への移動距離は 30分程度である。そして，松山

市は約 40万人以上の人口を有しており，その周辺人口

も合わせると愛媛県の人口の概ね半数に当たる 70万人

が当町から 1時間圏内に存在していることになる。一方

当町は，標高が高いため，瀬戸内圏内にありながら，そ

の気候は長野県に近く，夏は冷涼で冬には降雪もあり四

国では珍しいスキー場も有している。短時間で自らの居

住地から大きく異なる地域を体験することが， この 70

万人には可能である。

こうした地理的特性を有効活用し，町の知名度を上げ

ることで，交流人口を増加させることは，将来的な町産

材や町産品の顧客獲得に繋がる。 加えて，交流人口拡大

と並行して，森林の景観や森林そのものを活用した産業

を開拓することで雇用の場の獲得も期待できる。こうし

た新たな地域開発事業も，新設する商社の業務に加える

こととなっている。

昨年度は，商社の中核となる予定の中予山岳流域林業
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活性化センターが試行的に建築業協会と連携して，住宅

建築を検討している親子を対象に集客を行い，木材の伐

採現場や篤林家の所有する高齢級人工林の見学，木工体

験などをプログラムとして，提供した。本ツアーで高性

能林業機械による伐採現場見学が最も高い評価を得たこ

となどから「林業の観光資源化」の可能性が高いことも

判明したため，今後もツアーを継続することとし，併せ

て， さらなるプログラムの開発を検討していく 。

4. 久万高原町の林業が目指すべき姿（まとめ）

現在当町が取り組んでいるモデル事業を通して目指

すべき林業の将来像については以下のようになる。

これまでの当町林業の状況を顧みると，素材生産者，

需要者，流通関係者などの連携が十分に取れているとは

いえる状況ではなかった。このため今後は地域林業関

係者の協議の場を設置し合意形成（組織化）を行ってい

くことが重要である。

また，人口減少が進む現在，雇用の安定化を医り，人

口流出に歯止めをかける意味からも，林業事業が安定的

に確保できる体制構築（集約化）は欠かせない。

さらに， ITやICTの登場航空レーザー測量をはじ

めとしだ測量・観測技術の進化 GPSやGISの高度化な

ど以前は林業とは関連の少なかった産業が急速に林業の

現場に進出するようになった今日，学際的知識・技術の

森林・林業・製材業等への導入（高度化）ぱ必須事項と

なっている。

一方， これまで国産材利用推進を妨げる要因とされて

きた流通に関して，細分化されてきた流通網を整理し，

山側からエンドユーザーまでを含めた安定的な流通体制

構築（市場化）し，その価格決定や利益配分に山側も関

わっていくべきである。

加えて，産業に乏しい中山間地域に人口を定着させ，

あるいは都市部との交流人口の拡大や移住者の誘致を行

う上で，森林や木材を活用した，新たな需要創出に向け

た取り組みの推進（多産業化）は必須事項である。

そして，上述の取り組みを通して，林業従事者及び森

林所有者の収入計画の明確化（経営安定化）を図ること

で，持続的な森林管理体制が構築できる。この実現こそ

が，当町の目指すべき姿である。（図ー 6)
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