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研究・技術資料

栃木県県北地域の林業再生に向けた取り組みについて*

矢野幸一料

1.はじめに

国は，平成21年12月に10年後の木材自給率50%という

目標を掲げた「森林・林業再生プラン」を発表しました。

また，栃木県では，林業・木材産業の新たな成長産業へ

の再生と低炭素社会や地域活性化に貢献する森林づくり

を目指して平成23年3月に「とちぎ森林・林業・木材産

業未来ビジョン201lJを発表しましたO

栃木県県北環境森林事務所では，それらの目標達成に

資するため，森林の公益的機能の維持増進を図りつつ，

木材の安定供給を図るためにはどうすれば良いのか，と

いう課題に対して様々な検討をしてきました。その検討

結果の一つは，皆伐の推進でした。成熟した林分を皆伐

することにより，地域の森林環境改善と木材の循環利用

や持続可能な林業経営とが両立させられると考えまし

た。

そのため，管内の森林組合や製材工場と協力しながら

実験的な皆伐に取り組みましたので，その内容について

この場をお借りして報告します。

2.栃木県県北環境森林事務所の森林概要

栃木県県北環境森林事務所は，環境・森林行政が所管

する栃木県の大田原市，那須塩原市，那須烏山市，那須

町及び那珂川町の3市2町と環境行政のみが所管する矢板

市，さくら市，塩谷町及び高根沢町の2市2町を加えた5

市4町を管轄する栃木県庁の出先事務所です。本レポー

トは，森林行政に関する報告となりますので，大田原市，

那須塩原市，那須烏山市，那須町及ぴ那珂川町の3市2町

での取り組み内容について報告します。

当所森林部が管轄するのは，図-1のとおりです。ま

た，土地面積等については，表-1のとおりです。県内

の3割弱を管轄していることになります。林野率は約

58%で，県の約54%を若干上回っています。

管内の森林資源を大まかに地域毎に分別しますと，北

部の那須地域は天然林が多く，また，東部の八溝地域で

は古くからスギ・ヒノキの植林が盛んに行われていまし

た。この地域で生産される材は，八溝材として首都圏で

も良質材として流通されています。特に旧黒羽町(現大

田原市，平成17年合併)では，黒羽藩の時代から積極的

に林政が進められ， 1849年にその造林技術を「太山の左

知(とやまのさち)J という一冊の書物にまとめられる

ほど，歴史のある林業の町でした。

図-2は，管内の人工針葉樹林の齢級別面積です。全

国各地で同様の齢級構成になっていることと思われます

.県北環境森林事務所

図-1 栃木県県北環境森林事務所の管内位置図

王面面積

林野面積

民有林面積

人工林面積

(国有林含む)

人工林率

表-1 管内と栃木県の各種面積

管内 (ha) 県全体 (ha) 割合同)

168，651 640，828 26.3 

97，927 348，761 28.1 

61，732 221，190 27.9 

42，020 155，475 27.0 

42.9 44.6 

平成23年度全国都道府県市町村別面積および

平成23年版栃木県森林-林業統計書ーより
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が， 9~12齢級で、約60% を占めています。この成熟しつ

つある森林をどのように活用していくかが，喫緊の課題

となっています。

3.取り組みまでの経緯

平成21年12月に国の発表した「森林・林業再生プランJ
では，木材自給率50%という目標を掲げています。また，

栃木県では平成23年3月に「とちぎ森林・林業・木材産

業未来ビジョン2011Jを発表しました。このビジョンは，

平成27年度までの5か年計画ですが，林業・木材産業の

新たな成長産業への再生と低炭素社会や地域活性化に貢

献する森林づくりを目指して作成されています。その実

現のために各種数値目標が立てられていますが，その主

要目標の一つに県内民有林の素材生産量を10万ぱ増の

必3千ばにすることを目指しています。

これらの目標を実現するためにまず川上で必要なこと

は，安定的に原木を提供することです。それには，森林

所有者にそれなりの収益が戻る必要があると思います。

しかし，近年の木材価格を考慮すると，以前のような価

格に回復することは困難です。そのため，木材価格を上

昇させる代わりに，伐木・造材・搬出・運搬のコストを

下げて，その分を山元に還元していくということが，課

題となっています。

その解決策の一つに，集約化施業が挙げられます。集

約化は，ここ数年，林野庁の川上の施策の中心に位置付

けられています。集約化施業を簡単に説明すると，①団

地化，②高密度路網，③高性能林業機械の活用，これら

を3点セットにして，スケールメリット等を活かした素

材生産費のコスト縮減，と言えるのではないでしょう

か。

当事務所でも，集約化施業の普及・促進に努めてきま

した。特に， I多様な森林整備推進のための集約化の促

進についてJ(平成22年4月1日21林整整第1232号林野庁長

官通知)が定められた以降は，その実施に向けて森林組

合の理事会・総代会，地区林研グループ指導，地元説明
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図-2 管内人工針葉樹林齢級別面積
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会開催等で加速させてきました。その結果，国の「森林

環境保全直接支援事業」や「森林整備加速化・林業再生

基金事業J，また，県独自の「とちぎの元気な森づくり

県民税」による奥山林整備事業等を有機的に組み合わせ

て事業を実施し，ある程度の効果を上げることができま

した。平成22年度の管内の間伐面積は約2，062haで，これ

による搬出材積は約46，∞伽1
3です。

ただい集約化施業を推進しながら，一つの疑問が生

じました。このまま間伐をやり続けたら，どうなるのだ

ろうと。国では，長伐期施業を推進していますが，現場

では特別な指導・普及を行わなくても自然と長伐期施業

に移行しています。ただそれは 経営方針や戦略に基づ

いた結果ではなく，材価の低迷，後継者不足，労働力不

足など様々な要因による林業離れの成れの果てでしかあ

りません。結局，間伐の繰り返しは，縮小再生産に過ぎ

ないのではないか?

当管内の人工針葉樹林の齢級構成は，図-2のとおり

ですが，このまま手厚い補助事業の下に間伐を続けたら，

齢級構成の棒グラフは右に移行するだけとなります。前

段でも書きましたが，現在9~12齢級で約6割を占めてい

ますが， 20年後は13~16齢級で6割を占めることになりま

す。また， r~5齢級の面積は，それぞれ50ha しかなくな

ります。超高齢級の森林ばかりになってしまいます。一

見，高齢級の森林というと，健全な森林をイメージする

方も多いかもしれませんが，そうばかりではありません。

確かに，手入れの行き届いた高齢級の森林は，大きく根

を張り，太い幹，太い力枝，生命力溢れる樹冠，山地防

e 災等の機能に優れているかもしれません。しかし，例え

ば生物多様性という面から考えると，高齢級の森林ばか

りをもてはやすことはできません。幼齢林には幼齢林を

好む植物や昆虫がおり，それを食する鳥や動物達がいま

す。また，若齢林には若齢林の，壮齢林には壮齢林を好

む動植物がいます。更に，地球温暖化対策における炭酸

ガス吸収源として森林を考えた場合，当然生長量が旺盛

な森林が多いほど温暖化対策機能が高いということにな

ります。高齢級の森林は，光合成は衰え，逆にその個体

維持のための呼吸が盛んになります。

このように考えていくと，森林の持つ多面的な機能を

高度に発揮させるためには，法正林とは言いませんが，

幼齢林から老齢林まであまり偏らずにある程度の面積で

バランス良く齢級構成がされている方が，効果が高いと

言えるのではないかと思います。

上記の課題を総合的に勘案すると，皆伐→再造林を推

進していく必要があるのではないか，という結論に達し

ましたO
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4.取り組み概要

皆伐を推進していく上で，なぜ今は皆伐が行われてい

ないか，を探る必要がありましたO そこで，管内の4森

林組合(大田原市森林組合，那須塩原市森林組合，那須

町森林組合，那須南森林組合)の組合長と当事務所とで

県北地区森林組合長連絡協議会(以下「協議会」と表記

する)を平成23年5月に組織しました。なお，今年度か

ら隣接する芳賀地区森林組合とこれを管轄する栃木県県

東環境森林事務所も，メンバーに加わっています。

協議会では，月に1度会を開催し，森林・林業の再生

に向けた取り組みについて検討しました。平成23年度は，

そこで検討された課題の一部について，林野庁の公募事

業「平成23年度地域材供給倍増事業jの事業主体である

那珂川流域森林・林業活性化センター(構成員は，那珂

川流域の森林管理署，県林業関係出先事務所，市町，森

林組合，製材工場，共販所，素材生産者等)と共同でそ

の対応について取り組んだ内容もあります。

まず，森林所有者にアンケート調査を実施しました。

その回答の中から皆伐が進まない理由として，①計画的

に森林経営をしていない，②林業に興味が無くなった，

③材価が安いから太くなってから伐採する，④今は伐ら

ずに将来何かあった時のために残しておく，協伐採した

利益はその後の植え付けや下刈りで無くなってしまう，

というような意見がありました。

また，近隣の大手製材工場(原木消費量年間 l万m
3以

上)の6社へも，アンケート調査を実施しました。 6社合

計で，昨年度の調査時点(秋)での平成お年度の原木消

費見込みは，232，000m3 (スギ200，20加13，ヒノキ31，80加の

でした。この数字は，地域内の栃木県森林組合連合会大

田原共販所と同矢板共販所での平成23年1月 ~12月の販

売量95，987ぱ(大田原市:57，883ぱ，矢板:38，104m3) の

2.4倍以上にもなっています。また，県内原木消費量の約

6割を占めています。この6社の意向は，県内林産業・木

材産業の大きなウェートを占めていると言っても過言で

はありません。

アンケートの主な項目の回答結果は，表-2のとおり

です。丸太の購入規格を見ると，ほとんどが柱材以下で，

スギで72%，ヒノキに至っては， 98%を占めています。

栃木県の林業は，元来柱取りが主流でしたが，それを知

実に表している結果となっています。

中日材以上の材についての購入希望最大末口径の質問

には，最大でも40cmまでの材しか希望していません。半

数の3社については， 3加 n未満の材を希望しています。

その理由のーっとして 整備されている機械の最大製

材可能寸法が，最大で60cm，他の5社は36cm以下になっ

ているからです。今後，高齢林化が進んでいく中で，中

目材や大径材の供給が増大します。そのような状況の中
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で，この回答結果は，ある意味衝撃的でした。森林所有

者は，材価が低迷する中，少しでも材を太くしていくら

かでも材価を上げようと考えているにもかかわらず，買

い手側では太い材はいらない という結果になっている

のです。

このアンケート結果を踏まえて，協議会で検討した結

果，やはり皆伐を推進することは喫緊の課題であること

を改めて確認しました。対応策としては，①あらゆる機

会を通じて，森林所有者に大径材になっても価値は上が

らない，そればかりか，需要が無いということを発信し

ていく，②主伐後の造林・保育費用を軽減する方策を検

討する，③実験的に皆伐を実施し，普及を図っていく，

ということになりました。

①については，森林組合の参与会・理事会・総代会や

広報誌の活用，林研グループの集会・研修会等その他森

林所有者が集まる機会を狙って 情報を発信していくと

いうことを行っています。

②については，まず下刈りが終了するまで，いったい

いくら経費がかかるかを計算しました。結果は，表-3

のとおりです。管内のごく平均的な森林で，下刈りが終

了するまでの7年間で，補助金を除いた約340，000円/haの

負担が生じる計算になります。

アンケート結果によると，森林所有者にとって皆伐し

て直ぐに行う地帯え・植付けの費用は，皆伐収益がある

ため大きな負担感は無いようですが，何年も続く下刈り

表-2 大手製材工場アンケート調査結果

平成23年度原木消費量見込み (m3)

計 スギ ヒノキ

232，000 200，200 31，800 

購入規格内訳(%)

小径木 柱材 中日材 大径材
スギ 23 49 24 4 

ヒノキ 52 46 2 。
購入希望最大末口径(社)

40αロ 32cm 30cm 28cm 24αn 

1 1 1 2 1 

所有機械の最大製材可能寸法(社)

60cm 36cm 34αn 30cm 

1 1 3 1 

表-3 地採え・植付け・下刈り終了までの標準経費

所有者負担金
事業費 補助金負担金

(7年間計)

地帯え・植付け
1，150，000 1，020，000 130，000 130，000 

(長十葉樹3，000本/ha)~， 

下刈り 105，000 75;000 30，000 210，000 
計 340，000
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費用は，たとえ年間30，000円/haだ、ったとしても大きな負

担を感じるようです。これは，小規模林家が多いため

(栃木県の5ha以下の林家割合は， 2010年世界農林業セン

サスによると約75%を占めています)，一度伐採してし

まうと次の伐採まで相当期間が空いてしまいます。この

ため，毎年掛かる下刈り費用は，林業以外の農業であっ

たり，給料であったり，年金であったりする収入から，

賄うことになります。つまり，林業以外の収入から育林

費用を7年もの間捻出するため，感覚的には無駄な経費

で家計が圧迫されているように感じるようです。

この340，∞o円/haという金額を何とか軽減できないかと

いう課題を検討した結果，対応策として「三者協定によ

る皆伐」という方法に繋がりました。

三者協定による皆伐のイメージは，図-3のとおりで

す。管内の平均的なスギ林11~13齢級で皆伐すると，大

手製材業者の需要希望が最も多い，末口径14~3伽nの丸

太が300~400m3生産で、きます。 これらの丸太を通常は共

w.材γ者1=1.000円 m3よ戎せし
41itli設定て原A購入してもらう
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販所へ出荷するところ，製材工場へ直接販売します。そ

の販売価格に1，∞0円/ば上乗せします。 haあたり 30万~40

万円が上乗せされます。その上乗せ分を， 6~7年程度掛

かる下刈り終了までの造林・育林費の所有者負担分に充

当します。製材工場側としては 下刈りが終了するまで

の森林資源の循環利用への社会貢献をPRするための看板

設置やその森林のネーミング・ライツの権利を得ます。

このように，三者 (森林所有者，森林組合，製材工場)

の下刈 り終了までの長期協定により，造林・保育費の所

有者負担が軽減でき，皆伐促進につながるのではないか

と考えました。

③については，上記②のスキームで実施できる箇所を

協議会で模索したところ，那須町森林組合の管内で間伐

予定地の一部を皆伐しでも良いという承諾を得て，実験

的に1.84haを皆伐しました。また， A製材工場に，取り組

みの内容を理解してもらい，協力が得られました。施業

位置は，図 -4のとおりです。 皆伐は，平成24年1月 ~2

図 3 三者協定のイメージ図

搬出材積 914.161m3 

図 4 三者協定による皆伐施業位置図 図 5 素材生産量の内訳
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月にかけて行い，材の搬出は4月まで荘防、っています。

A製材工場と協定した規格は， 3m材:末口径10cm~

28cm， 4m材:末口径16cm~28cmです。 2m材(ラミナ

用)も直送していますが，これは協定外の規格ですので

1，000円/ぱの上乗せはしていません。これ以外の規格は，

大田原共販所とBチップ工場に出していますが，当然協

定外で、すので1，000円/ばの上乗せはありません。素材生

産量の内訳は，図-5のとおりです。

当該施業地は元々間伐予定地であったため，若干曲り

材が多く B材が多くなっています。このため，協定材が

少なくなっていますが，それでも419，609円の増収となっ

ています。この増収部分を造林・保育費に廻すため，森

林所有者負担が大幅に軽減されることになります。

この結果をまとめて，那珂川流域森林・林業活性化セ

ンターの業務報告会や各森林組合の理事会や地区座談会

等の森林所有者の集まる場所で報告し，普及に努めまし

た。

5.取り組み成果と今後の課題

那須町森林組合で三者協定による皆伐を行った結果，

当組合には森林組合員から問い合わせがいくつもあり，

平成24年度の三者協定による実験的皆伐は3か所で行う

ことになりました。那須町芦野地内3.24ha，同町蓑沢地

内1.45ha，同町豊原丙地内1.79ha，計6.58haで、す。来年度

に施業を予約している組合員も何人かいます。反応、は，

良好でした。

今まで，丸太が安くなって全然駄目だという噂ばかり

が広がり，主伐をしても儲けがない，と信じ切っていた

組合員が実例を目の当たりにして，また，中途半端に太

くなっても需要がないということを知って，下刈りまで

の保育費の負担がないなら今のうちに主伐をしよう，と

いう意識が浸透したためと考えられます。

しかし，管内で皆伐→再造林への取り組みが進んでい

るのは，那須町森林組合だけです。他の森林組合で問い

合わせはあっても，実施までいかない原因はいくつか考

えられますが，まず第一に素材生産コストが高い，とい

うことがあげられると思います。これは，那須町森林組

合のように高性能林業機械を中心とした作業システムが

確立されていない，あるいは確立されている作業班の数

が少ないということと，プランナーが育っていないこと

が大きな要因だと思われます。那須町森林組合では，早

くから高性能林業機械を導入し，プロセッサを中心とし

た作業システムを確立していましたし，また，プランナ

ー研修等にも積極的に参加して人材の育成にも励んでい

ました。他の組合では，フォワーダは導入されています

が，ハーベスタ，プロセッサと言った造材機械はあまり

利用されていませんでした。しかし，近年， I森林整備
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加速化・林業再生基金事業」や「森林・林業・木材産業

づくり交付金」の補助事業を活用してハーベスタ等も導

入され，また，昨年度，今年度と2森林組合でプランナ

ーのステップアップ研修にも参加するなど，今後素材生

産のコストダウンが進んでいくものと考えられます。少

し楽観的かもしれませんが，山側の安定供給体制は漸次

進んで、いくものと思われます。

しかし，問題は，今後造林・保育費を誰が負担してい

くかです。現在，ある大手製材業者が， 1，000円/ぱ上乗

せで購入してくれています。これは実験的な取り組みで，

皆伐施業が進めばより安定的に木材の供給が進んでいく

ことに対する，先行投資的な意味合いで協力してくれて

いるものです。大手と言っても，製材業者の中では大手

と言うことで，中小企業基本法では中小企業者に当たり

ます。現在の木材単価で言えば， 1，000円1m3と言うと1割

増しで買っていることになり，唯今の国産製材品の需要，

価格を見ると大変厳しい状況であることには変わりはあ

りません。

折角芽生え始めた皆伐→再造林のスキームを，ここで

萎れさせてしまうわけにはいきません。今後の対応策に

ついてf食言すしました。

6.今後の対応策

協議会では，この課題に対し，新たな支援者を探すと

共に，産業として自立するためにも第三者の支援をあて

にしないシステムをt果してくことも必、要だろう，という

結論になりました。現在取り組んでいる三者協定を，協

力が得られる範囲で進めながら，皆伐→再造林を管内全

体に浸透させ，その聞に第三者の支援に頼らないシステ

ムを確立していこう，ということです。

現在考えているスキームは，①森林経営計画の策定，

②素材生産費・造林費の縮減，③流通の合理化，④販売

価格の増，による収益増を図り，その収益分を造林・保

育費の負担金分に廻そうというものです。

①については，森林経営計画を作成することにより，

「森林環境保全直接支援事業」等の補助事業の支援や間

伐等も組み合わせた集約化施業による生産費のコストダ

ウン化も期待できます。

②については，まず伐採・搬出費は，今まで間伐がメ

インであったため皆伐施業は経験値が少なく，作業シス

テムや路網整備や山・作業土場等の作設位置等で無駄が

ありました。現場の数をこなしていけば，コストダウン

につながると考えられます。

また，造林費の縮減については，三者協定でも同様で

すが，森林所有者と森林組合とが二者協定により下刈り

終了まで長期受委託を契約することにより，皆伐の段階

から地帯えやその後の作業も見越した上で作業を行え，
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コスト縮減につながると考えられます。管内では通常，

伐採は素材生産業者，造林は森林組合のように別の業者

が行っています。皆伐業者はなるべくコストを掛けたく

ないため，残材等は整理しないまま現場を後にします。

そのため，後から造林する業者は，地拒えで大変苦労し

ます。この費用は，当然森林所有者に請求される訳で

す。

③については，農産物と木材が消費者に届くまでを比

較した簡易なイメ ージは図 6のとおりですが，木材を

製品としてエンドユーザーが消費するまでには複雑な流

通経路を経ます。 この中で，川上としてできることは，

赤く囲った部分のコストを縮減することです。悶 7は，

管内の森林と主要製材工場と共販所との位置関係です。

伐採する現場によっては，共販所に持って行くよりも，

直接製材工場に運搬する方が距離が近い現場がありま

す。運搬距離を短くすることにより， トラック経費の縮

減が図れると考えています。

また，共販所では，多くの業者が集まり入札で価格が

決まるため，適正な価格で売れるというメリットがあり

ます。ただし，手数料が掛かるため，何でもかんで、も共

販所に出すという今までのやり方は考え直す必要がある

と思います。

このように，伐採現場や販路を考慮することで，流通

の中で生ずる経費をある程度圧縮できると考えていま

す。

④については，製材工場へのア ンケート調査の結果の

中で，得意分野があることが分かりました。スギの柱材

が得意な工場，造作材が得意な工場，あるいはヒノキが

メインの工場というように。この得意な分野で，安定的

に丸太が入荷できれば，若干高めでも材を購入しでも良

い，という業者もありました。

このことから，皆伐のように材がまとまって出てくる

ような場合は，売り先を仕分けすることにより，販売収

益の増が図れるのではないかと考えています。この材は

ー功ヨ巨ヨ 回 j
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図-6 農産物と木材が消費者に届くまでのイメ ージ

]. ]pn. For. Eng. Soc. 28 (1) 2013 

A製材工場へ，この材はB製材工場へ，大径材は共販所

へ，というようにより 有利な売り先へ仕分けすることに

より，今までのように共販所一辺倒よりも収益増が図れ

るものと思います。

また，那須塩原市には，平成22年度に国産集成材工場

が整備され，平成23年度には26，OOOm3以上の原木を消費

しています。それまで曲り材として杭木にしかならなか

った，あるいはチップにしていたB材の新たな需要が生

まれました。

更に，那須塩原市，那珂川町で，木質バイオマス発電

施設の整備が計画されています。今年度那須塩原市に

265kW/hが，来年度那珂川町に2，OOOkW/hの発電施設が整

備される予定です。特に那珂川町の発電施設では，年間

5万 tの未利用材の利用が計画されています。今まで林

地に捨てられていた材が，管内の大田原共販所で、売買さ

れていた数量に匹敵する量が販売できます。

以上のことから，今まで建築用材の部分しか収益にな

らなかった立木が， B材やC材の需要が生まれたことで，

原木がフルに活用でき +α の収益が得られます。ただ

し， B. C材の利用は，どこの現場でもできるというわけ

ではなし作業土場，山土場までの搬出にコストが嵩ん

でしまうと元が取れないので，ハーベスタやプロセッサ

福 島県



森利学誌28(1)2013 

で造材できる皆伐現場や集約化による間伐施業地が中心

になると考えています。

①~④の対応策を積極的に進めることにより，試算す

ると従来の方法よりも 2，OOO~3，OOO円1m3の増収が期待で、

きます。この増収分で，充分造林・保育費が賄え，なお

かつ所有者への精算額も以前よりも増額が期待できると

思います。

7. まとめ

地域の森林環境改善と，木材の循環利用や持続可能な

林業経営を図るため，実験的に三者協定の皆伐を行いま

した。結果として，それなりの反響があり，所有者から

三者協定による皆伐の希望も多数出てきました。 このこ

とから，数年間続く保育費の負担が無ければ，ある程度

皆伐→再造林が進むだろうということが判明しました。

しかし，このスキームでは，森林所有者，森林組合以外

の第三者が特別な負担を強いられるため，これを普遍的

鞠麟盟罷櫨
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かつ継続できる方法に変更していく必要がありました。

協議会で検討した結果， 三者協定から徐々に二者協定に

シフトさせていき，①森林経営計画の策定，②素材生

産 ・造林コストの縮減， ③丸太流通経コストの縮減， ④

有利な販売先への仕分けと原木フル活用，これらを有機

的に組み合わせることで収益増につながり，その一部を

造林・保育費に廻せるのではないか，という結論になり

ました。現在このスキームでの施業地については，協議

会で箇所の検討をしています。

今後も，実験的に三者協定，あるいは二者協定の皆伐

を進め，問題点を洗い出して課題を解決しながら，広く

普及できるようなメカニズムを完成させていきたいと考

えています。そ して将来的には，図-8に示すような当

事務所のフォ レスターと協議会，プランナーとが連携し

ながら， r森林 ・林業再生プランJ，rとちぎ森林 ・林

業 ・木材産業未来ビジョン201Uの目標達成に微力なが

ら寄与していきたいと考えています。

3ιィ
図-8 栃木県県北環境森林事務所の森林 ・林業復興への取り組みイメージ(将来像)
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