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平成24年度 事業報告

平成２４年度の総会で決定した方針を踏まえ、斐伊川流域林業活性化協議会、企画
部会、その他専門部会等を開催し、流域内関係者の合意を図り、以下の内容について取
組みを行った。

１．循環型林業の推進

平成21年12月、国において策定された「森林・林業再生プラン」は 「10年後の木材、

自給率50％以上」を目指すべき姿として掲げ、平成22年6月に閣議決定された「新成長

戦略」において「21の国家プロジェクト」の一つに位置づけられた。

、 「 （ ）」また 県においては 新たな農林水産業・農山漁村活性化計画 H24年度～Ｈ27年度

が策定され、循環型林業の確立に向けて原木増産対策や木材産業強化にかかるプロジェク

トが始動したところである。

これら計画の達成のための効率的・安定的経営基盤づくりには、川上～川中～川下の連

携強化が必要であり 「森林整備加速化・林業再生事業」の円滑な実施のための地域協議、

会の運営等、斐伊川流域林業活性化センターの今後の活動・取組は大きな役割を担ってい

ると考えられる。

今年度においても、先進地視察等による課題把握、各種研修会の開催による人材育成等

の循環型林業の確立に向けた取り組みを進める。

(１)森林整備加速化・林業再生事業の円滑な実施
当該事業の実施については、活性化協議会を当該事業の運営主体たる地域協議会に位

置づけ、さらに「森林整備加速化・林業再生事業部会」を設置し運営しているところで

ある。

平成２３年12月、国の平成23年度第3次補正予算において、当該事業が平成26年度

、 。まで延長されたことから 引き続き確実かつ円滑に事業が執行されるよう調整に努める

取り組み実績

森林整備加速化・林業再生事業の実施○
事業内容 地域協議会の運営、事業計画の作成等■

技術研修会、木材利用拡大等の普及啓発活動等■

＊地域協議会の開催

・第１回活性化協議会（９月２５日：島根県林業会館）

・第２回活性化協議会（３月１４日：島根県林業会館）

＊地域部会の開催

・第１回松江地域部会（７月２５日：松江合同庁舎）

・第２回松江地域部会（３月 ６日：松江合同庁舎）

・第１回雲南地域部会（３月 ４日：雲南合同庁舎）

・第１回出雲地域部会（３月 ４日：出雲合同庁舎）

(２)低コストで効率的な木材生産の推進
ベースとなる施業の集約化、路網整備並びに高性能林業機械による低コスト木材生産

システムの構築については、引き続き森林組合等の林業事業体が推進することとし、当

活性化センターはこの推進のための人材育成、路網開設技術にかかる研修、高性能林業

機械による低コスト木材生産システム構築、木材生産・流通体制の強化に係る検討をお
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こなう。

取り組み実績

①路網整備の推進

＊しまねで目指す道づくり研修 ) ３回(森林のエンジニア研修
（ ）４流域共催：研修実施機関 島根県立農林大学校

（参加者 ７名）・ ８月 ８～10日[ ]：飯南町路網設計技術 （島根県中山間地域研究センター・現地）

（参加者 ９名）・ ９月25～28日[ ]：飯南町施工技術基礎 （島根県中山間地域研究センター・現地）

（参加者 ２名）・11月 5～ 8日[ ]：飯南町フォローアップ （島根県中山間地域研究センター・現地）

＊低コスト作業路 開設研修 １回（四万十式作業路）

・11月26～28日：雲南市掛合町入間[ ]林業公社造林地

（参加者 ２6名）講師：森杜産業(株) 田邊 由喜男代表取締役 氏

＊公社造林推進協議会先進地視察研修実施支援

・2月28日～3月1日： 滋賀県日野町 綿向生産森林組合 作業道開設視察

[ 工法による作業道開設状況]ヘアピンカーブ・スイッチバック

（参加者 11名）

②高性能林業機械による木材生産の推進

＊高性能林業機械オペレーター研修 ) １回(森林のエンジニア研修
（ ）４流域共催：研修実施機関 島根県立農林大学校

（参加者 4名）・11月12～16日：飯南町（島根県中山間地域研究センター・現地）

③森林施業の集約化・団地化の推進

＊提案型集約化施業推進研修会 １回

・２月15日：ホテル宍道湖

（参加者43名）講演及び助言：大田市森林組合 林参事、藤本係長

＊民国連携「森林共同施業団地」連絡会議 １回

（参集者： ）・３月５日：雲南合同庁舎 森林管理署、森林組合、市町、林業公社、県

④原木の流通合理化の推進

＊木材市場仲介により森組貯木場から製材所への直送を試行(雲南管内)

⑤木材生産体制の強化

＊主伐～植栽に係る事業体間連携について関係事業体と打合せを実施

＊斐伊川流域森林組合納材協議会「林業技術競技会」の開催支援

・10月19日：出雲市佐田町 市行造林地内

⑥先進地視察研修

＊岡山県西粟倉村「百年の森林創造事業 （長期施業管理委託による集約化等）」

（参加者 33名）・７月20日：岡山県西粟倉村[ ]西粟倉村役場、森の学校

（３）原木生産促進対策の推進
県産木材の需給ギャップ解消と森林の循環的利用による公益的機能の発揮を促すため

原木搬送経費を助成（500 ）する「循環型林業に向けた原木生産促進事業（県単事円／ｍ
３

業 」が平成24年度から実施されることになった。）

当活性化センターは、当該事業の補助金交付事務を担うことにより、主伐による原木

（平成24年度事業報告）
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（平成24年度事業報告）

生産の促進に寄与していく。

取り組み実績

「循環型林業に向けた原木生産促進事業（県単 」の補助金交付事務の実施○ ）

別紙（１）参照による原木生産(主伐)の促進 ……

２．木材・木質バイオマス利用の推進

伐って、使って、植えて、育てる」循環型林業を実現していくためには、需要に「木を
応じた原木供給の仕組みづくりとともに、県産材の利用拡大や木材製品の高付加価値化等

の対策をバランスよく一体的に実施していくことが必要とされている。このため、当活性

化センターとしても公共部門における県産材利用や「顔の見える木材での家づくり 、県」

産木製品の販路拡大、木質バイオマス利活用等の取組を支援する。

（1）地域産材需要の拡大
平成22年10月1日に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する

法律」により、今後、公共建築物等への木材利用の増加が見込まれることから、関係者

による木材利用に係る知識の共有、製材品の品質向上が必要である。

また、木材の地産地消を推進する動きが地域内において高まりつつあるなか、この動

きを促進させるためには、地元素材生産業者、製材所、建築士、建築組合及び工務店が

ネットワークを組むとともに、施主へ対して地元材の情報を積極的に発信し、川上・川

中・川下の関係者相互による「顔の見える関係」を構築することが必要である。

加えて、地域産材の需要拡大を考えるうえで、県外へ販路拡大も重要な課題の一つで

あることから、平成23年10月に大阪府で工務店を対象とした地域産材展示商談会に続

き、今年度においても、県・4流域林業活性化センターが一体となったこの取組を継続

・拡充し、地域産材製品の県外販路拡大を推進する。

取り組み実績

①公共建築物等における木材利用の推進＊

「2012しまね県民住宅祭」において木材利用を呼びかけるPR活動の実施＊
・10月5～14日 雲南市加茂町

木工教室の開催、木造住宅模型や床壁部材 継手仕口模型展示等によりPR・

・県産木材ＰＲのため一畑電鉄待合室用木製ベンチ製作設置25基

製材 木材業経営強化講演会の開催 １回＊ ・

・１月２４日：ホテル宍道湖

（ ）講師：(株)古川ちいきの総合研究所 古川大輔代表取締役 氏 参加者82名

②「顔の見える木材での家づくり活動」の推進

工務店と連携した現地見学会の開催 １回＊
（ ）・１１月１８日：雲南市大東町 （「 」）顔の見える木材での家づくりツアーin雲南 参加者 9名

③新たな（県外）販路開拓への取り組み

県産材製品展示商談会の開催 ４回 （４流域共催）＊
（神々の国しまね木材製品展示 商談会 ）・ ８月４日：京セラドーム大阪 ・ 2012

（第42回建築総合展 ）・10月11～13日：吹上ホール：名古屋市 NAGOYA2012
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（島根ふるさとフェア2013）・ １月19～20日：広島県立総合体育館

（ハウジング＆リフォームあいち2013）・ ３月 １～ ３日：吹上ホール：名古屋市

（２）木質バイオマス利活用の推進
国は平成22年12月に、平成32年を目標年次とする「バイオマス活用推進基本計画」

を閣議決定し、地球温暖化防止では炭素量換算で年間2,600万トンのバイオマスの活用

を推進することを打ち出したところである。

流域内各市町においても「バイオマスタウン構想」などバイオマス利用に係る計画が

策定され 「未利用林地残材」の有効活用等の取組が進みつつあることから、この活用促、

進に向けた市町及び事業体の取組を積極的に協力・支援していく。

取り組み実績

木質バイオマス利活用に係る自伐推進研修 ２回①
・８月18～19日：奥出雲町三成、飯南町頓原

（ ）講師：NPO土佐の森 救援隊 中嶋 健造事務局長 氏ほか 参加者45名

・９月15～16日：奥出雲町

（ ）講師：ｼﾞｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 石垣 正喜理事長 氏ほか 参加者 35名

木質バイオマス利活用に関する先進地視察研修 １回②
（参加者 33名）・７月19日：岡山県真庭市「バイオマスタウン真庭」

③地域資源を活用したバイオマス利用研修会 １回（ ）県中山間地域研究センターと共催

（薪加温機実演、木質チップ加温機試験結果紹介等）・１月25日：出雲市大社町

（ 、 ）参加者：実演60名 研修会48名

３．上下流市町が一体となった森林整備の推進

（１）斐伊川流域荒廃林等再生整備基金協定の導入と実施
今年度から斐伊川流域６市町による「斐伊川流域荒廃林等再生整備基金協定」の締結

により「荒廃林等再生整備事業」の取組が開始され、基金の運用を活性化センターが担

うこととなった。

今後10年間の荒廃林整備目標140ha達成のため、計画的な基金運用・事業展開に努

める。

取り組み実績

別紙（２ 参照①Ｈ24年度荒廃林整備の実施 …… )

関係自治体協議会の開催（個別協定の早期締結支援等）②
・ ６月２６日：斐伊川流域荒廃林等再生整備基金協定関係自治体協議会

・１０月 ２日：斐伊川流域荒廃林等再生整備基金協定関係自治体協議会

（２）森林整備協定地の整備

平成13年度から平成23年度までに整備した「森林整備協定地」における保育施業につ

いて、上下流市町の調整を図り、適期・的確な施業に努める。
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取り組み実績

①森林整備協定地 約29３．７４ha の適切な保育管理

事業量 事業費等にかかる上下流市町の調整② ・

・ ６月２６日：斐伊川流域荒廃林等再生整備基金協定関係自治体協議会

・１０月 ２日：斐伊川流域荒廃林等再生整備基金協定関係自治体協議会

（３）斐伊川流域住民交流会の開催

森林整備の重要性に対する県民の理解と協力が得られるよう、斐伊川流域自治体との連

携による住民交流会の開催。

取り組み実績

○住民交流会の開催

・11月11日：松江市東忌部町地内 [植樹活動]

松江市忌部自然休養村 [ ]講演会、シイタケ植菌・木工等交流活動

（ ）参加者 154名


