
千葉県の森林・林業の現状と施策展開について

森
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・本格的な利用可能な段階に入った森林資源（＝高齢級化）

⇒二酸化炭素吸収能力の低下

・昭和５０年代より続く木材価格の下落傾向

⇒森林所有者の林業経営意欲の低迷

林業生産活動の停滞・管理されない森林の増加

・木材需要量の低下（木造住宅着工数の減少）

森林整備の推進 主伐・再造林による森林の若返り

ＣＯ2吸収源対策としての間伐等の実施

拡大竹林対策

森林施業の集約化

○森林経営計画の策定
担い手の育成・確保

○森林施業プランナー

○高性能林業機械の

オペレーター

全国的な課題
○森林・林業の再生

低コストで効率的な作業

システムの構築

～千葉県農林水産業振興計画に基づく森林・林業の主な取組～

整備が遅れている人工林

木材価格の推移 県産材の利用量の推移 人工林の齢級別配置

森林計画推進事業 29,966

森林整備事業（森林吸収源対策除く）

79,065
森林整備事業の一部

（森林吸収源対策間伐促進事業）

165,385
サンブスギ林再生・資源循環促進事業

35,250

林道事業 150,927

平成２７年度予算（当初） 千円1,105ha/年(H24) 1,900ha/年(H29)

≪森林整備面積の目標≫

高性能林業機械による作業
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・高い私有林率と小規模な森林

⇒森林施業の集約化と機械化の遅れ（低い林業生産性）

・経営基盤の弱い林業事業体と林業労働者の高齢化

私有林率 ８９％（全国２位）

森林経営計画の認定森林 ８．８％

本県の現状

1,000万円以上の林業作業の

受託料金収入のあった経営体 ３ 集成材・合板等の材料として製材品の品質と性能の確保

システムの構築

○路網整備

○高性能林業機械の導入

県産木材の利用促進 需要に応じた木材の安定供給体制の構築

住宅や公共建築物等への需要拡大

木質バイオマスの利用促進

木材を安定的・効率的に生

産できる体制の構築

（生産ロットの拡大）

協定の締結

木材の品質（A,B,C)に

応じた利用の促進

取

組

サンブスギを使用したこども園

整備後のサンブスギ林

150,927

県有林事業（県行造林事業を含む）
303,820

林業普及指導事業（木育除く） 3,880
森林技術開発事業 2,081

森林・林業担い手育成対策事業 8,362

ちばの木活用促進事業 5,100

林業普及指導事業（木育の推進） 680

【森林整備加速化・林業再生事業】

【木材利用関係 66,000】

63千㎥/年(H24) 73千㎥/年(H29)

≪県産木材の利用量の目標≫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

～

千葉県 0.3 0.6 0.4 0.6 1.1 2.0 3.2 3.7 9.2 15.3 19.1 15.1 10.7 5.1 13.7

全国 0.7 1.1 1.6 2.3 3.4 5.7 8.3 10.8 15.2 15.9 14.3 9.0 3.4 1.9 6.5 
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増
進・経営基盤の弱い林業事業体と林業労働者の高齢化

⇒不安定な雇用環境、低い賃金、不十分な福利厚生

・製材業者の需要者ニーズへの対応の遅れ
［需要者ニーズ］：優れた寸法安定性（人工乾燥材）

明確な強度性能（ＪＡＳによる品質・性能表示）

受託料金収入のあった経営体 ３

（全国で最も少ない）
※埼玉県７ 東京都８ 神奈川県１３

製材品のＪＡＳ認定工場なし

製材品に占める乾燥材の割合 ３％

（全国平均の１０分の１）

○震災からの復旧・復興

・津波への対応

早急な整備を求められている砂丘の造成

疎林化・裸地化により機能が低下した海岸保安林

集成材・合板等の材料として

の県産材の利用促進

○新規用途導入促進等

製材品の品質と性能の確保

○人工乾燥施設の整備支援

○ＪＡＳ表示の取組支援

間伐材、被害材等を活用した燃料の生産

○園芸施設等の暖房用燃料（薪）への利用促進

○バイオマス発電用燃料（チップ）への利用推進

○防災先進県づくり

・山地災害への対応

全国各地で集中豪雨等による激甚な災害が発生

津波被害を軽減する海岸県有保安林の再生・整備

○保安林整備事業による砂丘の造成・森林の再生

○強い病害虫抵抗力を持つ優良種苗の生産・確保

崩壊地等の防災対策の実施

○山地治山対策の推進
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予防・減災

防災林造成工事（砂丘造成） 予防治山工事（山腹工）

東日本大震災による津波

保安林整備事業 1,176,066
保安林管理事業 3,209
海岸県有林管理事業 33,029

優良種苗確保事業 20,969

山地治山事業 347,011

木質バイオマス発電施設

・放射性物質対策

出荷制限・自粛が行われているしいたけ・たけのこ

○林業の成長産業化の実現

（国産材の安定供給体制の確立） ○地球温暖化防止への貢献 ○災害に強い安全で安心できる地域の創造
○震災からの復興再生

国の動き

全国各地で集中豪雨等による激甚な災害が発生

出荷制限 原木しいたけ １０市

たけのこ ２市町

しいたけ・たけのこの出荷制限の解除・安定生産

○放射性物質検査の実施

○特用林産物の早期復興支援

食
の
安
全

・安
心

モニタリング検査

栽培工程管理
取組

千葉県東方沖地震による山腹崩壊 特用林産の振興

（特用林産物放射性物質対策事業）
5,096

シイタケ等特用林産物生産の

早期復興支援事業 51,865

○農山漁村の活性化

・農山漁村の人口減少・高齢化の進展

集落機能の低下・有害鳥獣による被害拡大

・不十分な森林の管理

荒廃森林や拡大竹林の増加

地域資源を活用した魅力ある農山村づくり

○県民の森の利用促進、森林環境教育の推進

農山村の多面的機能の発揮

○住民、企業、市民活動団体による森林整備活動の促進
竹が侵入したスギ林

取組
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県民の森事業 191,710
緑化推進事業 16,183
法人の森事業 433
林業普及指導事業（教育の森） 230

※森林・山村多面的機能発揮対策

森林病害虫防除事業 102,110

清和県民の森

森林整備活動

里山の景観

健全な森林の保全２０２０年までに国産材の供給量を３，９００万㎥（自給率50%）まで増加
○林業の成長産業化の実現

（国産材の安定供給体制の確立）

・施業の集約化、路網整備による

生産基盤の強化

○地球温暖化防止への貢献

（森林吸収量の算入上限値3.5%の確保）

・年平均５２万haの間伐等の実施

○災害に強い安全で安心できる地域の創造

（国土強靭化への対応）

・事前防止・減災の観点からの治山対策の強化

○震災からの復興再生

（震災復興対策）

・海岸保安林の復旧・再生と

放射性汚染への対応

森林病害虫防除事業 102,110

林地利用調整事業 11,938


