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Ⅲ 推進方向及び対策 

１ 森林・林業再生による森林機能の維持増進 

（１） 計画的かつ効率的な森林整備の推進 

ア 森林施業計画※１の策定支援と森林情報システムの構築 

森林所有者や森林組合等が策定する森林施業※２の実行計画である｢森林施業計画｣

の作成と実行を支援することで、長期的な視点に立った計画的な森林整備を促進しま

す。 

そのため、森林の位置や樹種等の現況情報と造林事業や治山事業等の森林整備の 

履歴情報を一元化した｢森林情報システム｣を構築し、市町村と共有することにより、

実効性の高い計画作成を支援します。 

 

※１ 森林施業計画：森林所有者等が自ら策定する森林施業についての５ヵ年計画 

※２ 森林施業：植栽、成長過程での下刈・間伐などの保育、作業道等の整備、伐採などの作業 

 

○森林計画の推進 

○間伐等計画的な森林整備の推進 

 

 イ 森林整備の推進 

森林整備の遅れから、風害等により被災する危険性が高い人工林の増加や放置され

た竹林の拡大など森林の荒廃が進み、森林の機能※の低下が懸念されています。 

このため、スギ、ヒノキなどの人工林については、森林組合等林業事業体や森林所

有者が行う間伐を中心とした計画的かつ効率的な森林整備を支援することで森林整備

を推進し、３年後に、全国平均の森林整備率39％まで引き上げます。 

また、7,099haの県有林においては、民有林施業の模範を示すため、間伐等の整備、

木材の生産・販売、伐採跡地への植栽を実施します。 

 

※ 森林の機能：森林の持つ木材等林産物を生産する機能のほか、生物多様性の保全、土砂災害の防止、水源のかん

養、保健休養の場の提供などの多くの機能のこと 

 

○計画的かつ効率的な森林整備への支援 

○民有林の模範となる県有林での森林施業の実施 

 

ウ 路網整備・高性能林業機械の活用 

森林整備や木材生産の効率化に必要な路網と高性能林業機械を組み合わせた低コス

ト作業システムの構築を図り、森林組合等林業事業体に普及します。 

○低コスト作業システムの実証と普及 
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エ 森林の更新に必要な優良種苗の確保 

森林の更新に必要な松くい虫やスギ非赤枯性溝腐病等の病害虫に対する抵抗性が 

強い苗木の生産・確保に取り組みます。 

このため、優良品種の選抜・育成、採種園の整備・管理、生産者への種子の配布、

生産指導等を行い、優良な苗木の安定的供給を図ります。 

特に、海岸保安林の再生のため、松くい虫に強い抵抗性のあるクロマツの生産に  

新たに取り組みます。 

○優良種苗の生産・確保 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

森林施業計画策定面積（ha) 10,255 12,600 16,800 

＊ 森林施業計画の平成22年度の認定見込み面積600haと同等の面積が継続的に認定され、3年後は12,600ha、10年

後は16,800haの認定面積を目指します。（現状：H21) 

 

（２）木材資源の利用促進(森林資源の循環利用※) 

ア 県産木材を利用した木造住宅への支援等 

森林資源の循環利用を実現するため、県産木材を利用した木造住宅建築を市町村と

連携して支援するなど、県産木材を使用した木造住宅の普及促進を図ります。併せて、

｢ちばの木の家づくり｣を実践する木材販売店や工務店などを｢ちばの木の家づくり 

推奨店｣に認定し、県民に向け情報発信する活動等を支援します。 

 

※ 森林資源の循環利用：木材利用を進めることにより、｢伐採～搬出～木材利用～再造林(植栽)～間伐・保育(手入れ)｣

といった森林資源が循環利用される仕組みづくりを行い、計画的な森林整備を促します。 

 

イ 公共建築物等における県産木材の利用促進 

｢公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律※｣が施行されたことから、

｢千葉県内の公共建築物等における木材利用促進方針｣を作成し、公共建築物の木造化

や内装等の木質化を推進します。 

さらに、建築技術者向けの木材利用に関する技術講習会等を実施して、県産木材等

の利用を促進します。 

 

※ 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律： 

これまで木造が少なかった公共建築物を木造化することとその波及効果により、木材需要を増加させ、森林･林

業の持続的な発展を図り、森林整備の推進に寄与することを目的としています。 



 - 8 - 

ウ 木材利用の普及啓発 

県産木材の住宅利用による環境貢献度を評価する｢ＣＯ２固定量認証制度※｣の認定

を推進することで、県産木材の利用を促進するとともに、県民が森林資源の循環利用

や公益的機能の保全に対する認識を深めていきます。 

また、木工作品コンクール及び木工出前授業の実施を通して、木材に実際に触れる

機会を提供するなど“木育”に取り組むことで、次代を担う子どもたちの森林･林業に

対する理解を促進します。 

 

※ ＣＯ２固定量認証制度：森林が空気中から取り込んだＣＯ２(二酸化炭素)を木材に固定した量を県が認証する制度  

 

○ちばの木の活用促進 

 

エ 特用林産の振興 

特用林産物の生産振興を図るため、生産者への生産技術や経営に関する指導を行う

とともに、特用林産生産者団体が行う生産者(しいたけ、くり、ぎんなん、たけのこ等)

に対する巡回指導、セミナーの開催、生産者自らが行う県民への販売促進ＰＲ活動等

を支援します。 

○特用林産物の振興 

 

（３）森林吸収源対策としての間伐の推進 

ア 千葉県森林吸収量確保推進計画達成のための間伐の実施 

地球温暖化防止に資する森林によるＣＯ２吸収量を確保するため、｢千葉県森林吸収

量確保推進計画｣に基づいた間伐を計画的・効率的に推進します。 

○森林吸収源対策としての間伐の推進 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

間伐実施面積(ha) 

(H19からの累積) 
2,666 7,200 18,800 

＊ ３年後は、千葉県森林吸収量確保推進計画(H19～H24)の完了後も引き続き間伐を重点として実施し、森林整備率を

39％まで上昇させる間伐面積としました。10年後は、森林整備率を国の目標水準の60％まで上昇させるために必要

な間伐面積としました。(現状：H21) 
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２ 森林・林業を支える多様な担い手の確保･育成 

（１）森林・林業を支える担い手の確保･育成 

ア 林業就業者に対する研修の実施 

林業就業者の高齢化が進む中、新規就業者の確保・育成と林業技術向上のため、  

高性能林業機械を使用した低コスト作業に関する研修や林業労働安全衛生に関する研

修等を実施します。 

さらに、森林所有者に森林施業の提案を行う森林施業プランナー※を育成します。 

 

※ 森林施業プランナー：森林所有者に対し、間伐等森林整備の作業方法、必要な経費、木材販売見込額などを明ら

かにした提案書を提示することができる技術者 

 

○林業就業者の確保･育成 

○低コスト作業システムの実証と普及 

 

イ 森林所有者に対する森林の管理・経営情報の提供 

林業経営への関心の低い森林所有者を対象に、森林の集約化による効率的な森林 

整備や木材生産を促進するための説明会を開催します。また、林業経営に取り組んで

いる森林所有者には、森林の管理や林業経営に必要な情報を提供し、一層の森林施業

の実施を促進します。 

○森林所有者への林業普及指導による情報提供 

 

ウ 林業・木材産業・木材流通業を担う林業従事者等への資金の貸付 

林業従事者等が、新たな事業の開始や販売方式の導入等の先駆的取り組みを行うた

めに必要な資金等を無利子で貸付け、林業従事者等の経営改善を支援します。 

また、木材の生産又は流通を担う事業者が経営の合理化等を推進するのに必要な 

資金を融通し、事業者の健全な育成を図ります。 

○経営の改善や合理化に必要な資金の貸付 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

新規就業者数(人) 7 20 30 

＊ 森林整備面積の増加と高齢な林業就業者の退職を見込み、必要な新規就業者数を指標としました。(現状：H21) 
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（２） 法人等による森林整備の促進 

ア 法人の森※１制度の活用 

ＣＳＲ活動※２として、森林整備活動への参画を希望する企業等と協働して県有林の

森林整備を進めるため、企業等と県の間で｢法人の森協定｣の締結を推進します。 

また、協定締結の対象となる県有林(公益保全林※３)内を、森林整備活動参加者の 

安全確保など企業の参画しやすい環境にするため、歩道や案内板を整備します。 

 

※１ 法人の森：県有林を企業によるＣＳＲ活動等の場として提供し、企業等が資金や労力を提供することにより、

県有林の整備に参画すること 

※２ ＣＳＲ活動：企業が社会的責任を果たすために行う活動 社会貢献活動 

※３ 公益保全林：森林の公益的機能の保全を図るため、公益保全林整備特別対策事業で県が購入した森林で、広葉

樹林の割合が高い。 

 

○企業等と連携した森林整備の推進 

 

施策の達成度を測る指標 

 年度  

 項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

法人の森協定数（累積)（件) 18 30 60 

＊ 毎年度、おおむね２件ずつ新たな協定を締結することを見込み、協定締結の目標件数としました。なお、協定期間

が完了した場合の更新の協定締結を含む件数です。(現状：H21) 

 

（３）森林・林業教育の推進 

ア 教育機関との連携による｢教育の森｣の利用促進 

｢教育の森｣は、児童生徒の森林・林業教育の場としてふさわしい森林を県が認定し、

小中学校の教育の場として利用されています。平成22年３月に｢千葉県教育振興基本

計画｣に｢教育の森｣を活用した体験活動が盛り込まれたのを機に、看板設置や歩道整備

などを行い、学校関係機関と協力して教育の森の利用促進を図ります。 

○教育の森の利用促進 

 

イ ｢みどりの少年団｣の育成 

次代を担う少年・少女たちが、緑に関する学習活動やレクリエーション活動などを

通じて、自然に親しみ緑を大切にする心を育てることを目的とした｢みどりの少年団｣

の結成及び育成等を支援します。 

○みどりの少年団の育成支援 
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施策の達成度を測る指標 

 年度  

項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

教育の森利用者数（人) 8,438 9,000 10,000 

＊ 教育の森の利用環境を整えることで、利用者数を３年後には9,000 人(７％増)、10年後には10,000 人(18％増)の

利用を目標としました。(現状：H21) 

 

３ 多様な人々の参画による里山地域の活性化と森林の活用 

（１）里山地域の活性化と森林の活用 

 ア 多様な主体の参画と連携・協働 

森林所有者等と里山活動団体※の連絡調整を行う窓口の設置や企業の参画を促進 

することにより、里山活動の連携・協働を促進し、竹林の拡大等により景観が悪化し

ている里山地域の森林を整備していきます。 

 

※ 里山活動団体：里山で森林の手入れなどの活動をするボランティア団体 

 

 イ 里山の新たな活用の促進 

里山活動団体による、森林資源の新たな活用(観光資源、生産物、販売、バイオマス

利用等)を促進し、地域の活性化を図ります。 

 

 ウ 市町村との連携による里山モデル地域の整備 

市町村と連携して里山の新たな活用を先進的に進める｢里山モデル地域｣の整備を支

援します。 

 

○里山の整備・活用の推進 

 

施策の達成度を測る指標 

 年度  

 項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

里山活動協定数（累積)（件) 112 174 260 

＊ ３年後は、現状の里山活動協定の締結件数の伸び15件／年が維持されると見込み174件、10年後は、12件／年の

協定件数の伸びがあると見込み、260件の協定数を目標としました。(現状：H21) 
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（２）県民の森の管理と利用促進 

ア 指定管理者による適切な管理の確保 

県民の森の管理運営については、民間の能力を活用して利用者サービスの向上を 

図るため、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。 

さらに、指定管理者に対する管理運営状況の評価等を行い、一層の利用者サービス

の向上を図り、県民の森の利用を促進します。 

 

イ 利用者の安全確保のための計画的修繕 

利用者の安全を確保するため、施設を点検し、必要な修繕を行っていきます。特に、

遊歩道については計画的に修繕を行います。 

 

ウ ｢県民の森のあり方｣の検討 

  ｢県民の森｣が開園してから 40 年が経過しているので、利用促進を図るために、  

利用者の志向の変化等を把握するアンケート調査等を行い、県民のニーズにあった

｢県民の森」とします。 

○県民の森の適切な管理と利用促進 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

 項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

県民の森利用者数（万人) 98 100 100 

＊ 3年後は、利用者が微増し100万人に、10年後は100万人を維持することを目標としました。（現状：H21) 

 

４ 災害や病虫害等に強い森林づくりの推進 

（１）森林の整備や防災施設の設置による土砂崩れ等の防止 

ア 山地治山対策の推進 

集中豪雨の増加等により、山腹崩壊や地すべりの危険性が増している地区の解消を 

推進するため、防災施設の設置などによる山地治山対策を実施して、県土の保全及び

県民の生命財産の保護を図ります。 

○山地災害の防止 

 

イ 保安林の公益的機能を高度発揮するための森林整備の実施 

保安林において、間伐・保育作業などの森林整備を実施して、水源かん養や土砂流

出防止などの公益的機能の維持や高度発揮を図ります。 

○保安林の公益的機能の高度発揮 
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施策の達成度を測る指標 

年度  

 項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

山地災害危険地区※の防災工

事着工箇所数(累積)(箇所) 
1,317 1,335 1,377 

※ 山地災害危険地区：地形・地質特性から判断して山地災害発生の恐れが高い箇所で、人家、公共施設等に危険があ

ると想定される地区(山地災害危険地区総数は2,862箇所) 

＊ 山地災害危険地区のうち、危険性の高い箇所から優先して防災工事を実施していくこととし、年間６箇所の着工箇

所数増加を維持していくことを目標としました。(現状：H21) 

 

（２)海岸を中心とした保安林の整備・管理 

ア 海岸保安林における松くい虫防除対策の徹底と被害跡地の森林再生 

松くい虫による被害が急増していることから、松くい虫被害量を的確に把握すると

ともに、薬剤散布及び伐倒駆除等による効果的な松くい虫防除対策を徹底し、海岸保

安林の機能を維持していきます。 

特に、海岸の厳しい条件にある被害跡地150haについては、強い病害虫抵抗性を持

つ優良苗木の植栽等による保安林整備を実施し、白砂青松という観光資源でもある海

岸保安林の早期再生を図ります。 

○松くい虫被害対策の徹底 

○疎林化・裸地化が進む海岸県有保安林の再生 

○優良種苗の生産・確保 

 

施策の達成度を測る指標 

 年度  

 項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

海岸保安林再造成面積(ha) 

緊急整備が必要な面積(ha) 

0 

(150) 

45 

 

150 

 

＊ 緊急に森林の再生が必要な海岸保安林150haを、年間15haずつ再生していくことを目標としました。 

 

（３)森林病害虫の防除と被害林の再生 

ア 非赤枯性溝腐病被害跡地における森林再生の促進 

非赤枯性溝腐病の被害林において、人家や公共施設に近接する箇所から優先して 

被害木を伐採し、伐採された被害材の有効活用を促進します。 

また、跡地へは非赤枯性溝腐病に抵抗性がある苗木を植栽して森林再生を図ります。 

○被害林の再生と被害材の有効活用の促進 

○優良種苗の生産・確保 
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イ スギカミキリ被害対策の推進 

スギカミキリ被害については、国有林等と連携して、早急に被害調査を実施し、  

今後の効率的な防除対策の検討及び森林所有者への普及・啓発を行います。 

○スギカミキリの被害調査と防除対策の実施 

 

施策の達成度を測る指標 

 年度  

項目 
現状 ３年後 (参考)10年後 

非赤枯性溝腐病被害林等の 

再生面積(累積)(ha) 
30 120 500 

＊ ３年後は、現在の被害対策予定面積30ha／年を維持し、120haを目標としました。10年後は被害対策の進度を早め、

50ha／年の対策を実施し、目標を500haとしました。(現状：H22見込) 

 

（４)林地開発行為の適正化 

ア 林地開発適正化条例の周知徹底と開発行為の適正な履行の確保 

林地開発行為の適正化を推進するため、パンフレットの配布、ホームページへの  

掲載など、｢千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例｣の周知徹底を図ります。 

また、違法な林地開発行為や森林への不法投棄等の監視業務を行うため、林地監視

パトロールを実施します。 

さらに、林地開発跡地における適切な緑化の実施を確保するため、緑化計画書の  

策定指導及び技術指導を実施します。 

○林地開発の適正な履行の確保 


