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県民みんなで支える
新たな森づくり

やまがた緑環境税特集号やまがた緑環境税特集号
ややままががたた

写真　やまがた森の感謝祭2013（寒河江市で開催）
「やまがた緑環境税」は
県民共有の財産である森を守る事業に活かされています
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　私が勤務する農学部の新入生には、森林・林業を勉強したい

学生もいますが、全く興味のない者もいます。数としては後者

が大勢でしょう。それでも「森は必要か？」と尋ねて「必要な

い」と答える強者に会ったことはありません。「では、なぜ必

要か？」と問うと、空気を浄化してくれる、水を確保してくれ

る、洪水が起きないようにしてくれるなど、環境としての機能

に回答が集中します。これは、かつて森林・林業白書がまとめ

た森林に期待する役割についての国民アンケートの結果とほぼ

同様です。一方、「そんな大事な森には一切手を加えてならな

いと思うか？」と聞くと、「そう思う」とする回答がとても多いのです。以前に林業従事者から聞

いた話ですが、山で作業をしていたら、近くを通った児童に先生が「木をいじめている」と説明し

ていたそうです。なんともやるせない。これらの誤解こそ、私たちが早急に埋めるべき認識のギャ

ップではないかと感じています。

　その子供達に活力ある森林を引き継ぐため、山形県では平成 19 年度に「やまがた緑環境税」を

創設し、荒廃のおそれのある森林に「手を加えて」整備を実施してきています。「やまがた緑県民

会議」はその実施内容について県民としての意見を反映させる場です。導入から７年が経過した今

年度も３回の会議が開催されます。その中で、今年度、とりわけ委員の注目を集めたのが、小学生

に向けた「森林たんけん手帳」というハンドブックの試作品でした。未来の環境の担い手である子

供たちの誤解を解く絶好の教本になり得ます。熱い意見や注文が飛び交いました。また、やまがた

緑環境税の一般への認知度に関しても毎回のように意見が出される課題です。一般の方の環境税に

対する認知は、まだ必ずしも高いとは言えないでしょう。農学部で森林・林業を履修している学生

でさえ、納めている金額を正確に答えられた者は少数派でした。せっかく、未来へ向けて素晴らし

い取組みを始めたのですから、効果的な広報の仕方と誤解の解消を何とか考え出したいものです。

　また、環境税導入後にも、当初より深刻化したり、今後の動向が気になる新たな懸念材料があっ

たりします。ナラ枯れの被害を受けた森林の拡大や野生動物による森林と農業への被害がそれです。

これらについても、環境税も役割としてのモニタリングをしっかり続けて、今後の予測や対策に活

かすことが大事でしょう。

　ガイドブックのような前向きな取組みも、ナラ枯れのような現時点で抱える問題も、そして野生

動物の懸念のように今後起こり

うる危機に対する対処について

も、行政や専門家にだけに判断

や対策を委ねるのではなく、税

金を拠出している県民全体でそ

の知識と情報を共有し、連携し

ながら対応に取組むのが望まし

い姿に思えます。「やまがた緑

環境税」とその認知度の広がり

が、その役割を益々果たすこと

を期待しております。

    森に手を加えることへの誤解と
              やまがた緑環境税に期待すること
                        　　　　　              　　　山形大学農学部教授　小　山　浩　正

第１回みどり県民会議（平成25年6月18日）の様子第１回みどり県民会議（平成25年6月18日）の様子
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〈やまがた緑環境税を活用する事業の展開について【平成25年度】2月補正後予算〉

③ 自然環境学習や森に親しむ
　 環境づくりの推進  （4,473千円）
【自然環境学習推進事業費】【拡充】（みどり自然課：1,813千円）
　学校林の安全な学習環境の整備と森林環境学習に関する
　研修の実施、副教材及びポケット版「活動の手引き」等の作成
【総合支庁自然環境学習推進事業】（2,660千円）
◇村山自然環境学習推進事業（村山総合支庁）
・村山版森のようちえん拡大支援事業（森林整備課）
・里山の森づくりサポーター育成事業（森林整備課）
◇最上自然環境学習推進事業（最上総合支庁）
・最上の自然環境教育マスター養成事業（森林整備課）
◇置賜自然環境学習推進事業（置賜総合支庁）
・障がい者の森林活動フィールド拡大事業（福祉課）
・おきたま森林・自然環境学習推進事業（森林整備課）
◇庄内自然環境学習推進事業（庄内総合支庁）
・出羽庄内公益の森づくり事業(森林整備課)

Ｈ25 やまがた緑環境税活用事業 769,442千円
　　　　　　   （うち  やまがた緑環境税 677,778千円）

  Ⅰ 環境保全を重視した施策の展開 【森林環境緊急保全対策事業費】 612,794千円 (うち  やまがた緑環境税521,130千円)

  Ⅱ  21世紀にふさわしい県民と森林の関わりの構築  （136,742千円）

■水源かん養など公益的機能の高い森林を育成（針広混交林整備）　事業量44.6ha  17,161千円 （うち 緑環境税16,046千円）
スギ人工林に広葉樹を導入するための強度の間伐及びこれに必要な森林作業道の設置など

～自然生態系が豊かで公益的機能が高度に発揮される森林へ～

■スギ人工林の再生を起点とした環境に配慮した森林経営の展開 （長期育成林整備）　事業量683.9ha　320,386千円 （うち 緑環境税229,837千円）
間伐や森林作業道の設置など、森林組合等が森林所有者に代わって施業を一元管理し、森林の公益的機能を維持する仕組みを構築

■病害虫などで荒廃した里山林の再生　事業量472.6ha　210,992千円 （うち 緑環境税210,992千円）
病害虫被害木の伐採、広葉樹の植栽、簡易土留柵の設置など

～多様な樹齢からなる森林が面的に配備され、公益的機能が持続的に発揮される森林へ～

～多様な樹種や年齢で構成する緑豊かな明るい里山林へ～

整備前 将来のすがた

整備前

整備前

将来のすがた

将来のすがた

① 県民参加の森づくりの推進（121,590千円）
【県民みんなで支える森・みどり環境公募事業費】（みどり自然課：29,881千円）
　NPOや地域のボランティア団体等による森づくり活動の支援
◇一般助成　　　１  森林・自然環境学習（学校やNPOとの協働による環境学習、森づくり体験）
　　　　　　　　２  自然環境の保全活動（河川の水環境、希少野生生物の保全活動）
　　　　　　　　３  豊かな森づくり活動（里山林の保全活動）
　　　　　　　　４  森林資源の利活用（県産材を使った木製品の導入、間伐材の利活用）◇テーマ助成

【みどり環境交付金事業費】（みどり自然課：90,000千円）
市町村が地域の課題に応じ、主体的に取組む森づくり活動等の支援
　※基本配分枠50,000千円・特別配分枠40,000千円
　　　１  森林・自然環境学習（学校林等の整備､活用、緑の少年団を対象とした取組み）
　　　２  自然環境の保全活動（河川の水環境保全、希少野生生息地の保全）
　　　３  豊かな森づくり活動（地域住民や企業との協働による森づくり）
　　　４  森林資源の利活用（県産材の普及啓発、間伐材やバイオマスの利活用）
　　　５  特認事業の設定　　  （【拡充】「緩衝林帯の保全活動」を新たに追加）

② 自然環境保全対策の推進（10,679千円）
【森林保全のための大型野生動物モニタリング事業費】
　（みどり自然課：1,938千円）
　里山を中心とした大型野生動物の実態調査
【自然環境総合モニタリング事業費】
　（みどり自然課：4,867千円）
　自然環境の異変を早期に察知する調査検討
【大型鳥獣等野生復帰事業費】
　（みどり自然課：1,750千円）
　傷病等で救護された野生鳥獣の復帰支援
【総合クマ対策推進事業費（一部）】【組替・拡充】
　（みどり自然課：2,124千円）
　森林生態系の構成要素であるクマの生息状況調査等

Ⅲ 新たな森づくりの推進体制の整備 （19,906千円）
【やまがた緑県民会議費】（みどり自然課：1,053千円）
 　緑県民会議の開催、緑環境税制度・税活用事業の検証検討
【森づくりサポート体制推進事業費】（みどり自然課：11,437千円）
 　　　　　　　　　県民参加の森づくり活動の総合的な支援、森づくり活動への支援等を担う人材の育成
　　　　　　　　【新たな森づくりの普及啓発事業費】（みどり自然課：7,101千円）
 　　　　　　　　　　【拡充】やまがた緑環境税の普及啓発や森づくり行事の開催等
　　　　　　　　【やまがた緑環境税広報事業費】（税政課： 315千円）
 　　　　　　　　　　やまがた緑環境税の周知、広報

② 環境保全に配慮した
　 資源循環利用の促進
             （64,255千円）
【森林環境緊急保全対策事業費】  

　林地残材となっている間伐材を合
板等やペレット等のバイオマス燃料
として利用するための搬出への支援
（合板等: 37,000m3  23,473千円
　バイオマス燃料:9,500m3  24,343千円)

◆低質材利活用システムの検証・検討事業【新規】
    調査一式（森林課:5,901千円）
間伐で発生する低質材等の搬出・
利用システム全般について検証・検
討と低コストシステムの構築

県民への普及啓発

やまがた緑県民会議

公益の森づくり支援センター

・環境憲章、シンボルマーク
・森づくりへの理解

・事業の評価検証
・施策の点検、見直し

・情報発信、技術支援
・活動のネットワーク化

事業
項目
及び
例示

【やまがた絆の森プロジェクト推進事業】（みどり自然課等：1,709千円）
　　企業等による森づくりの支援等、森林整備等による二酸化炭素の吸収・削減量の評価・認証等
　　一般県民が気軽に森づくりに参加できる仕組み（絆の森貯金通帳）

【拡充】
人と動物との共存林
及び森林景観整備
71.4ha
市町村補助

やまがた緑環境税による整備
森林整備等 440.3ha　186,191千円 （うち 税186,191千円）

やまがた緑環境税による整備
森林整備 35.1ha　15,073千円 （うち 税15,073千円）

国庫補助事業を活用した整備 （環境林整備事業）
森林整備 9.5ha  2,088千円 （うち 税973千円）

国庫補助事業を活用した整備 （森林環境保全直接支援事業）
森林整備等 243.6ha　134,195千円 （うち 税43,646千円）

◇ナラ枯れ被害対策検証事業  
40箇所（森林課：1,275千円）

面的防除対策等の手法検討や、効
果の検証等

◇森林資源循環利用促進事業  
事業量46,500m3（森林課:47,816千円）

◇広葉樹林健全化促進事業  
事業量9,413m3（森林課:9,263千円）

ナラ枯れ被害木を含むナラ林を伐採し、チップ等
への活用に併せて、ナラ林の若返りと害虫の駆除
を行うため、搬出及び作業道の設置に支援。
・伐採搬出支援：9,413㎥   9,113千円
・面的防除支援：3箇所150千円

事業
項目
及び
例示

① 環境保全を重視した森林整備の推進 （548,539千円　うち 緑環境税456,875千円）
　【森林環境緊急保全対策事業費】◇荒廃森林緊急整備事業　事業量1,201ha（森林課：548,539千円  うち 緑環境税456,875千円）
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村山地域における荒廃森林の整備について村山地域における荒廃森林の整備について（村山総合支庁）（村山総合支庁）

捌やまがた緑環境税による森林整備の状況
　村山地域では、平成25年度までに2,585haの荒廃森林の整備を実施しており、その内訳はスギ人

工林1,894ha、雑木等の里山林691haで、目標面積3,696haの68%まで整備を進めています（図－1）。

　平成25年度の整備面積は369.4haであり、針広混交林は38.1ha、長期育成林は138.0ha、里山林は

112.8haの整備を実施しました（図－2）。今後も、地域座談会等を通して「やまがた緑環境税」活

用事業の更なるＰＲを図り、森林所有者の協力を得ながら、荒廃した森林の着実な整備を推進して

いきます。

捌長期育成林整備事業（搬出間伐）を活用した取組み
　この事業は平成24年度から始まった補助事業で、緑環境税の財源と国の補助制度を組み合わせた

事業です。今回は村山地域で初めて採択された西村山地方森林組合による取組みを紹介します。

　整備地区は綱取団地（西川町大字綱取地内）で、整備対象面積61.2ha、林齢38～50年生のスギ人

工林で荒廃が進み早急に手入れが必要とされる森林です。事業内容は、搬出間伐61.2ha、搬出量は

1,295逢、材の搬出用に2,124ｍの作業道を開設しました。

　西村山地方森林組合では、今回の集約的な森林整備を行うにあたり、多数の森林所有者の要望を

まとめ、境界の確定等の現場確認を進めることが大きな課題となっていました。そのため、整備に

取組む前年度から座談会を複数回実施し、所有者と森林組合の間で整備手法や整備計画等の情報を

確実に共有するよう努めました。その甲斐もあって、実施後は整備した森林所有者だけでなく、隣

接する地区の方々からの反響も大きく、引き続き取組んで行く予定となっています。

環境保全を重視した森林整備（各総合支庁管内での取組み）

作業道開設・間伐後作業道開設・間伐後 集　材　状　況集　材　状　況

4

3

2

1

0
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 目標

里山林整備
人工林整備

2,585

3,696

（千ha）

38.1

138.0

61.2

112.8

19.3

針広混交林

長期
育成林

長期育成林
（搬出間伐）

里山林

里山林
（人と動物との共存林）

合計
369.4

図－1　村山管内の森林整備進捗状況 図－2　平成 25 年度の整備面積内訳
（単位：ha）
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上地域における荒廃森林の整備について最上地域における荒廃森林の整備について（最上総合支庁）（最上総合支庁）

捌やまがた緑環境税による森林整備の状況
　県では、平成19年度から10ヵ年の計画で森林の公益的機能を維

持増進し、持続的に発揮させるため、荒廃した長期の施業放棄森

林等を整備する「荒廃森林緊急整備事業」に取組んでいます。

　最上地域では、10年間の整備計画のうち、前期５年間に森林所

有者を始め、市町村や森林組合などの関係者の御理解と御協力に

より、1,139haの森林を整備するとともに、31,958ｍの作業路を

開設しており、整備計画に対する進捗率は61％となっています。

　また、後期（第２期／平成24～28年度）での取組みでは、５年

間で722haの森林整備を目標としており、平成24年度の実績を加

算した６年間の進捗率は、72％と当初の計画どおり順調に進んで

います。

捌平成25年度における森林整備の状況
　７年目を迎える荒廃森林緊急整備事業ですが、最上地域にお

いては、①荒廃の進んでいるスギ人工林の抜き伐り（針広混交

林整備）を４ha、②荒廃の恐れがあるスギ人工林の間伐（長期

育成林整備）を137ha、③病害虫被害を受けたナラ枯死木等の

伐採や、幹線道路沿いなどの著しく景観が悪化している森林の

整備（里山林整備）を56haほど見込んでおり、人工林の計画的

な育成と里山林の保全を適切に進めています。

捌新たな取組みと今後の方向
　平成24年度から荒廃森林緊急整備事業の体系が再編され、面

的な纏まりを持って計画的に搬出間伐等を一体的に行うことを

目的に、やまがた緑環境税と国庫補助制度の「森林環境保全直

接支援事業」を活用し、森林経営計画の策定区域内で荒廃して

いる人工林を対象とした、森林組合等の事業体が進める森林整

備を支援する新たな取組みが追加されました。

　最上地域においても平成25年度に２箇所の森林において、こ

の取組みにより８haの森林整備と、250逢ほどの搬出間伐の実

施を見込んでいます。

　今後は、これまでの切捨て間伐から搬出間伐への施業転換に

よる森林資源の循環利用を促進しながら、荒廃森林の整備を通

じて県民の皆様に成果を周知し、「やまがた緑環境税」の認知

度の向上と「荒廃森林緊急整備事業」への理解を深めて頂ける

よう、普及啓発の推進と環境保全を重視した施策を着実に展開

していきたいと考えています。

環境保全を重視した森林整備（各総合支庁管内での取組み）

地元説明会開催風景 （真室川町）地元説明会開催風景 （真室川町）

H19実績
212.3ha

H20実績
221.4ha

H21実績
226.6ha

H22実績
257.5haH23実績

221.2ha

H24実績
208.1ha

第2期計画残
513.9ha

全体
計画面積
1.861ha

10 年間の整備計画と
第 1期・第 2期の進捗状況

【最上地域】

長期育成林補助整備箇所 （金山町）長期育成林補助整備箇所 （金山町）

長期育成林整備箇所 （最上町）長期育成林整備箇所 （最上町）
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地域における荒廃森林の整備について置賜地域における荒廃森林の整備について（置賜総合支庁）（置賜総合支庁）

捌やまがた緑環境税による森林整備の状況
　置賜地域では、平成19年度から平成25年度までに荒廃した2,224haの森林を整備しました。

　整備区分の内訳は、針広混交林整備が148ha、長期育成林整備が1,049ha、里山林整備が1,027ha

で、このうち、平成24年度から新たに整備対象に追加された森林のうち、①管理放棄され荒廃した

保安林を21ha、②ナラ枯れ被害により倒木等の二次被害の恐れのある森林を 3ha、③幹線道路沿い

などで景観が悪化している森林を34ha整備しました。

　今後とも、地域座談会等をとおして「やまがた緑環境税」活用事業の更なるＰＲを図りながら、

荒廃した森林の着実な整備を推進していきます。

捌平成25年度の森林整備の状況
　平成25年度の置賜地域では、荒廃した314haの森林を整備しました。このうち県では、「荒廃森林

緊急整備事業」により300ha（針広混交林整備1ha、長期育成林整備118ha、里山林整備181ha）の

森林を整備し、米沢市、南陽市、飯豊町の 3 市町が「里山林整備事業 ( 補助 )」により幹線道路沿

いなどで景観が悪化している森林14haを整備しました。

里山林整備 （ナラ枯れ被害森林） ： 小国町

環境保全を重視した森林整備（各総合支庁管内での取組み）

里山林整備
46％

針広混交林

4％

長期育成林
50％

針広混交林

4％

長期育成林
50％

里山林整備
46％

整備実績
2,224ha

置賜管内の進捗状況

平成25年度までの
整備区分割合

長期育成林整備箇所 （米沢市）長期育成林整備箇所 （米沢市） 里山林整備（補助）箇所  （米沢市)里山林整備（補助）箇所  （米沢市)

　整備前　整備前 　整備後　整備後
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内地域における荒廃森林の整備について庄内地域における荒廃森林の整備について（庄内総合支庁）（庄内総合支庁）

環境保全を重視した森林整備（各総合支庁管内での取組み）

捌やまがた緑環境税による森林整備の状況
　庄内地域におけるやまがた緑環境税を活用した荒廃森林整備については、森林所有者や林業事
業体のご協力、ご尽力により、平成19～24年度の６ヵ年で2,042haを実施し10年間の整備計画面積
3,000haに対し68％の進捗率となっております。

捌平成25年度の森林整備の状況
　平成24年度より創設され
た「長期育成林整備事業（補
助）」では173.5haのスギ人
工林の搬出間伐及び15,605
ｍの森林作業道の開設を森
林組合が事業主体となり実
施いたしました。また、荒
廃が進んでいる森林のうち
県民生活に大きな影響を及
ぼす恐れのある民有林を県
が直接整備する「荒廃森林
緊急整備事業」では、スギ
人工林の間伐56.2ha、病害
虫により荒廃した里山林を
対象に森林の活力回復と居
住環境の保全を目的とした
整備を71.7ha、スギ人工林
に広葉樹を導入するための
強度の間伐を行う針広混交
林整備を1.5ha実施しまし
た。併せて、今後の森林施
業に欠かせない森林作業路についても1,617mの開設・修復を行いました。
　市町が「森林景観整備」を目的として除伐等を行う「里山林整備事業」では、酒田市、庄内町、
遊佐町が実施主体となり計4.5haを整備しました。
　その結果、今年度の整備面積は、302.9haとなり、全体の進捗率としては78％となっています。

捌特徴的な事例
　酒田市の砂丘地において、松くい虫やニセアカシ
アの侵入により活力が低下し、荒廃したクロマツ海
岸林を対象に、生育を阻害しているニセアカシアの
抜き伐り、高密度のクロマツの本数調整伐、クロマ
ツの生育を促すための笹・潅木等の除伐を実施して
います。これは、隣接地で畑作を営んでいる耕作者
からも好評を得ており、畑地へのニセアカシア・笹
の侵入防止の一翼を担っていると考えられます。

完成　完成　　着工前　着工前

完成　完成　　着工前　着工前

整備後の状況整備後の状況

森林景観整備 （酒田市）森林景観整備 （酒田市）

長期育成林整備 （鶴岡市）
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 ■■全国育樹祭の開催に向けた森林景観整備の推進全全国育樹祭の開催に向けた森林景観整備の推進 （金山町）（金山町）

 ■■ 山林整備事業 「人と動物との共存林整備」 を活用した取組み里山林整備事業 「人と動物との共存林整備」 を活用した取組み（尾花沢市）（尾花沢市）
　里山林整備事業のうち、平成25年度から新たに「人と動物との共存林整備」が加わりました。
　この事業は市町村が事業主体となり、手入れが行われず藪化した里山林を整備し、見通しを改善
して野生動物の出没リスクが少ない里山林にすることを目的としたものです。
　熊の出没により農作物の被害が発生し、地域住民からの強い要望があった尾花沢市寺内地区につ
いて、間伐や枝払い等を行い、12.3haの共存林整備を実施しました。整備実施後は地域の方々から
本当に見通しが良くなった等の感謝の声が寄せられており、見通しが良くなることで得られる安心
感の大きさがわかりました。同様の取組みは東根市でも行われており、大字沼沢地内で7.0haの森
林整備を実施しています。
　今後は両市共に緑環境交付金事業を活用して継続的な刈払いを行う予定であり、整備後の維持・
管理については市と地域の方々との共同活動が期待されるところです。

　金山町では、平成26年10月12日に開催される第38回全国育樹祭の式典会場周辺となる幹線道路沿
いなどで、下草や低木、つるなどが繁茂して著しく景観が損なわれている森林について、森林所有
者を始め、関係者のご理解とご協力により、やまがた緑環境税を活用した「里山林整備事業（補助）」
による景観整備を平成24年度から取組んでおります。
　平成24年度は下刈り・除伐を27.2ha実施しており、平成25年度は下刈り・除伐・つる切りを
32.7ha実施する見込みです。

　来年度も引き続き景観整備を進め、全国育樹祭に県内外から来場される皆様にも町内の手入れの
行き届いた森林をご覧いただきたいと考えております。

市町村が実施する里山林整備の取組みについて

整  備  前整  備  前 整  備  後整  備  後

整  備  前整  備  前 整  備  後整  備  後

里山林整備事業：森林景観整備　　森林の場所：金山町大字中田 地内

掛

掛
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荒廃森林整備事業モニタリング調査について（森林課）

１ 平成25年度の実施状況について

　山形県では、「やまがた緑環境税」を財源として行った森林整

備の効果を検証するため、整備した森林と整備していない森林

（対照地）の森林環境や植生の変化などについて調査を行ってい

ます。

　調査は県内全域から抽出した全107箇所の調査地を整備方法に

よって３グループに分け、整備前の状況と整備した１年後から３

年ごとに調査をしています。平成25年度は平成20年度に整備を行

った23箇所と対照地14箇所を対象に調査を行いました。

　調査方法は、森林内に図－1 のようなプロットを設置し、①森

林の状況（植生の変化、森林の混み具合等）、②樹木の成長量、

③下草の植生や密度の変化、④土壌環境などを継続的に調査して

います。

２　平成25年度の実施状況について

　樹高 1.5 ｍ以上で胸高直径 1.5 ㎝以上の立木の成長について、整備した人工林は、平成20年度か

ら順調に成長していますが、対照地と樹高や胸高直径（人の胸の高さの測った木の太さ）の成長量

に大きな差は見られません。一方、里山林は、整備を実施した森林の方が対照地よりも平均胸高直

径が小さい傾向にありました（図－2）。この要因として、整備した里山林は整備後に樹高 1.5 ｍ以

上及び胸高直径 1.5 ㎝以上となった木が増えたためと考えられます。

　下層植生について、整備した森林は人工林、里山林ともに整備から５年後に樹高 1.5 ｍ未満の樹

木の本数も種数も増加しており、次世代の森林を構成する可能性のある高木や小高木の本数も増え

ていました（図－3）。

３　今後の展開について

　森林は長い時間をかけて変化していきます。森林整備によって健全な森林へと成長していくかを

検証するには調査を継続して行っていく必要性があります。

　今後も整備した森林をモニタリング調査していきますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお

願いいたします。

図－1 調査プロット模式図

図図－－2　森林の区分別の胸高直径の推移2　森林の区分別の胸高直径の推移

小プロット

中プロット
10ｍ×10ｍ
２箇所

1ｍ×1ｍ
18箇所

大プロット　20ｍ×20ｍ

図図－－3　樹高1.5ｍ未満の高木・小高木の本数の推移3　樹高1.5ｍ未満の高木・小高木の本数の推移

森林の区分 森林の区分
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ナラ枯れ被害対策検証事業について（森林研究研修センター）

平成25年度の実施状況について

　山形県ではナラ枯れ被害軽減のため、被害にあっていないナラ林を伐採して得た丸太を大量集積
して病原菌を媒介するカシノナガキクイムシ（以下カシナガ）を大量誘引補殺する技術を開発しま
した。
　集積する丸太は５～６月に伐採してスギ林の林道の待避所など東・南方向に開いた午後に日影が
できる場所に20～50逢大量に集積し、カシナガの初発日前の 6月中旬に集合フェロモン剤を装着し
ます。
　カシナガは、集合フェロモン剤と丸太の匂い（カイロモン）に誘われて 8月末までに大量に丸太
に寄生します。カシナガが寄生した丸太は、雪が降る前の11月頃までにチップ工場に運搬して10㎜
以下にチップ化すると物理的に殺虫し、出来上がるチップは燃料用などとして利用可能になります。
　丸太に誘引されるカシナガは、密度が高い地域で多く誘引されますが被害が全くなくなった場所
でも行き場を失ったカシナガを間違いなく誘引でき、隣接する被害地へカシナガを移動させない
事ができるようです。激・中害とカシナガの比較的密度が高い場所では、20逢の大量集積型おとり
丸太に誘引されるカシナガは約30万頭 (1.5 万頭 /逢) に及びます（図－1）。枯死木にはカシナガが
約千頭寄生しますので、20逢のおとり丸太でナラが300本枯れずにすむ事になり被害軽減に役立ち
ます。
　また、伐採したナラ林では、切り株の一部からはナラの新しい芽が出たり、鳥が運んだホオノキ
やオオヤマザクラの種子は発芽して成長したりして、森林の若返りを図れる事もわかってきました。
山形県では伐採した森林に1.5ｍ以上の大きくなる木が5,000本/haあれば森林になるという基準
がありますが、これまで広葉樹健全化育成事業で伐採してきた森林はこの基準を満たしていま
す（図－2）。
　高齢化したナラ林に被害が入る前に伐採してカシナガを誘引して丸太をチップ化する事で殺虫し、
チップは利用し、森林は再生するという三位一体のナラ枯れ被害軽減技術が開発されました。
　今後は、おとり丸太の設置終了の時期をいつにするか決める必要があり来年から取組む予定です。

カシノナガキクイムが寄生した丸太カシノナガキクイムが寄生した丸太

図－1　大量集積型おとり丸太でのカシナガの誘引数 図－2　伐採した森林での高木性広葉樹の密度

カシノナガキクイムシカシノナガキクイムシ大量集積型おとり丸太20㎥ （寒河江市 幸生）大量集積型おとり丸太20㎥ （寒河江市 幸生）

集合フェロモン剤集合フェロモン剤

穿
入
虫
数
（
頭
／

弱
）

1.5
ｍ
以
上
の
高
木
性
広
葉
樹
密
度
（
本
／
ha
）
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 県民県民参参加の森づくりの推進加の森づくりの推進 みどり環境公募事業

村山地域における みどり環境公募事業について村山地域における みどり環境公募事業について
                                                                                  （村山総合支庁）

鮫成沢グリーンフィールド協力隊の実施状況について

　成沢グリーンフィールド協力隊は、里山林の保全と、その利

活用を推進するために発足した団体です。月１回の活動を基本

に下刈等の森林整備や、地元小学校や高校との連携を図り環境

学習の充実にも取組んでいます。また、山の恵みを実感しても

らうために一般参加者を募り、春は山菜祭り、秋はきのこ祭り

を開催、自然に対する親しみを醸成し、地域住民の親睦や信頼

関係の構築に寄与することが出来ました。

鮫城下町再生志士隊の実施状況について

　城下町再生志士隊は、上山城周辺における街並みの景観形成

のために活動している団体です。今年度の活動としましては、

環境に配慮するまちづくりのあり方を考える機運を作りたいと

の思いから、かみのやま温泉街中心にあり、一番の賑わいスポ

ットである足湯周辺を囲むブロック塀を温かみのある県産材で

板塀化しました。今年はかみのやま温泉開湯555周年の記念の年

にあたり、観光客のみならず広く市民に木材の持つぬくもりを

感じてもらえ、より文化の香りの高い景観になったと思います。

上地域における みどり環境公募事業について最上地域における みどり環境公募事業について
                                                                                  （最上総合支庁）

鮫縄文里の会の実施状況について

　舟形町の縄文里の会は、平成24年に国宝に指定された『縄

文の女神』が出土した西堀地区の団体で、地域づくりを目的

として平成24年11月に設立されました。今年度は、散策道の

整備、樹名板の設置、現地研修会や植生調査などの里山保全

活動を精力的に行いました。今後はさらに、貴重な動植物の

保護や湿地の保全など生物多様性の保全にも取組み、地域や

子供たちの憩いと学習の場としての活用を目指していきます。

鮫田舎体験つのかわの里の実施状況について

　戸沢村の田舎体験つのかわの里は、農山村の知恵や技術を次

世代に伝えることを目的に、主に中学生を対象とした活動を進め

ています。今年度は、ナラ枯れ被害木をきのこのホダ木や木炭、

薪、木工材料として有効活用する方法などの指導を行いました。

生徒達は薪割りなど、学校では体験できない山の作業に清々し

い汗を流していました。また、スギ林の枝打ちや間伐作業も実

施しており、地域の森林の適正な管理を行っています。
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 県民参加の森づくりの推進県民参加の森づくりの推進 みどり環境公募事業

地域における みどり環境公募事業について置賜地域における みどり環境公募事業について
                                                                                  （置賜総合支庁）

鮫龍樹の里づくり推進委員会の実施状況について

　龍樹の里づくり推進委員会では、地区民のシンボル的山で

ある南陽市龍樹山の保全活動や、龍樹山をフィールドとした

森林教室などに取組んでいます。今年度は、訪れる人たちが

安全に活動できるよう遊歩道の刈り払いなどを行いました。

また、地区民を対象に自然体験トレッキングを行い、森林や

里山の大切さを学んでもらいました。

鮫羽黒の森を守る会

　羽黒の森を守る会では、白鷹町山口区を中心に活動を行な

っており、羽黒の森の保全活動や、森林に関わる学習会など

に取組んでいます。今年度は、羽黒の森でのタムシバの植栽

や森林資源の有効活用を理解してもらうための植菌体験のほ

か、地区民を対象とした「森の学校」を開催し、森林の機能

や役割を学習しました。

庄内地域における みどり環境公募事業について庄内地域における みどり環境公募事業について
                                                                                 （庄内総合支庁）

鮫認定NPO法人ひらた里山の会の実施状況について
　認定ＮＰＯ法人ひらた里山の会は、明るく元気な中山間地
域づくり推進を目的に旧平田町の ｢ 悠々の杜 ｣ を中心に活動
しています。
　親子キャンプや七夕祭り等四季に応じた催しを開催し、多
くの住民の方から里山の自然に触れてもらいました。
　ボランティアを募って荒廃した竹林等の整備をしており、
伐採した孟宗竹を東日本大震災復興支援として松島のカキ養
殖棚に提供した活動が認められ、平成25年度のやまがた公益
大賞のグランプリを受賞しました。

鮫砂丘地砂防林環境整備推進協議会の実施状況について
　砂丘地砂防林環境整備推進協議会は設立17年目になります
が、先人が残してくれた大切な遺産である庄内海岸のクロマ
ツ砂丘林を後世に守り育てていくため、地域住民、小・中学
生とともに森林整備ボランティア活動を実施しています。
　今年も５月から12月にかけて遊佐町内の砂丘林において植
栽、下草刈り、枝打ち、松くい虫予防剤の樹幹注入等場所に
応じた整備を行いました。参加者や子供達からも砂丘林を守
ることの大切さを感じてもらっています。
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 県民参県民参加の加の森づくりの推進森づくりの推進 みどり環境交付金事業

村山地域における みどり環境交付金事業について村山地域における みどり環境交付金事業について
                                                                                  （村山総合支庁）

鮫寒河江市の実施状況について

　寒河江市谷沢地内で、６月１日に「やまがた森の感謝祭2013」を

開催しました。「いこいの森」の森林公園内の沼周辺に県産間伐材

を利用して、テーブルや木製ベンチ、転落防止柵等を設置し、森の

感謝際に参加した約1,200人に利用していただきました。これから

も公園を利用するみなさんが大切に利用していきます。

鮫大石田町の実施状況について

　大石田町川前地区はギフチョウとヒメギフチョウが生息しており

国内でも非常に稀な地域です。町ではチョウを天然記念物に指定し

て保護活動をしており、地区民が食草のウスバサイシン、コシノカ

ンアオイを保護するために毎年下刈り作業や愛護看板等を設置して

います。また、春に観察会などを開催して町全体で保護活動を行っ

ています。

上地域における みどり環境交付金事業について最上地域における みどり環境交付金事業について
                                                                                  （最上総合支庁）

鮫最上町の実施状況について

　最上町では、「復興絆の森づくり」をテーマに、全国育樹祭プレ

イベントとして最上地域森の感謝祭を開催し、最上地域や福島、宮

城の緑の少年団、一般参加者など約600名が植栽作業に汗を流しま

した。植栽したのは、宮城県の被災した海岸林の再生に役立つケヤキ、

コナラなど６種類の広葉樹と松くい虫に強いアカマツの計７種類、

合計約700本です。参加者は、協同での植栽を通して被災地の海岸

林が一刻も早く再生することを願うとともに相互の絆を深め、この

地での再会を誓いました。

鮫新庄市の実施状況について

　新庄市は、市民の憩いの場である陣峰市民の森で、中学生を対象

とした森づくり活動を積極的に行っています。春には、ナラ枯れの

被害拡大を防止するため、市内の中学生約20名がドリルを使って殺

菌剤を幹へ注入する作業を行いました。また、秋には、３つの中学

校の１年生約350名が、市の森林の現状や森林の機能について事前

学習を行った後、枝落とし、歩道へのチップ敷き、丸太による階段

づくりなどの森づくり活動を行ないました。
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 県民参県民参加の加の森づくりの推進森づくりの推進 みどり環境交付金事業

地域における みどり環境交付金事業について置賜地域における みどり環境交付金事業について
                                                                                  （置賜総合支庁）

鮫長井市の実施状況について

　長井市では、森林の役割や木材の魅力を学んでもらうため、

市内の小学生を対象に県産木材を利用した木工体験教室を開

催しています。

　今年度は市内の３校の小学校で木工教室を行い、イス作り

に挑戦してもらいました。県産材に触れることができ、木の

ぬくもりを感じる良い機会となりました

　
鮫川西町の実施状況について

　川西町では、次世代に森林を継承する大切さを感じてもら

うため、県立置賜農業高校の生徒を対象とした森林整備体験

学習を実施しました。

　生徒たちはスギ林にて、講師の指導のもと下刈作業に取り

組み、作業後には鎌の研ぎ方を学びました。暑い中の大変な

作業ではありましたが、生徒たちは活動を通して森林の役割

や大切さを学びました。

庄内地域における みどり環境交付金事業について庄内地域における みどり環境交付金事業について
                                                                                 （庄内総合支庁）

鮫酒田市の実施状況について
　酒田市では、４月に万里の松原でウォーキングとゴミ拾い、
春と秋には森林整備ボランティア、秋に飯森山周辺で ｢ 砂防
林を育てよう ｣ を実施して、多くの市民の方から参加いただ
き心地よい汗を流してもらいました。
　また、森林林業木材産業者のネットワーク組織である ｢ さ
かた木づかい夢ネット ｣ により、情報共有・地域材の活用の
提言や地域材活用の相談会の開催等を行うことで、地域の森
林資源活用を推進しています。

 
鮫遊佐町の実施状況について
　遊佐町は、町内の森林ボランティア団体と協力し、小学校
や一般町民と一緒に庄内海岸林内の荒廃森林地等にクロマツ
の植林やその保育活動を行っています。参加者たちは海岸林
の大切さと森林整備の重要性に気付きました。
　また、平成23年度に取得した吉出地内の岩石採取跡地を「共
存の森」とし、地域の人達と一緒になって下刈等の森林整備
を実施しています。「共存の森」は、町のシンボルである鳥
海山の麓にあり、水源涵養の機能を持った土地です。森林整
備活動を継続して行い、水育む森林へと再生していきます。
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『最上の自然環境教育マスター養成事業』 （最（最（最（最上総上総上総上総合支合支合支合支庁森庁森庁森庁森林整林整林整林整備課備課備課備課））））

　最上総合支庁では、森林自然環境教育の指導者養成講座を平成24年度から開催しています。今年度は、春

と秋にそれぞれ２日間の研修を遊学の森（金山町）で実施しました。

　講座の内容は、ＮＰＯ法人自然体験活動推進協議会の自然体験活動リーダー（自然体験活動の案内ができ

る）のカリキュラムを参考に構成されており、野外活動のプログラム実習や安全管理に関する講座など 2日

間で７～８講座という広範囲なものになっています。しかし、１講座当たりの時間が限られていることから、

受講生が熱中する傾向のあるネイチャーゲーム実習やネイチャークラフト実習では、「もっとやりたい」「時

間を長くしてほしい」などの意見が出されました。

　最後に、参加者の感想を見ると「自然の対象は広く、知らない分野を学べてためになった」「自然環境の

大切さと先代の知識・知恵の素晴らしさを再認識した」「危険予知は何でも使える」「次回も研修を受講した

い」など、新たな指導者としての意気込みが伝わる感想を聞くことができました。

森をめぐるガイド森をめぐるガイド 野生生物の理解野生生物の理解 救急措置法救急措置法

学校林の環境学習について （森（森（森（森林研林研林研林研究研究研究研究研修セ修セ修セ修センタンタンタンタ ））ー））

　森林研究研修センターでは、環境学習フィールドとして学校林の活用を勧める「学校林環境学習推進指導

者研修」を各地域で行っており、平成25年度は、金山町立明安小学校と天童市立山口小学校をモデル校とし

て実施しました。明安小からは、全学年を対象としたテーマ別の森の学習の要望があり、５・６年生は「学

校林の間伐と材の利用」をテーマとし、年４回の活動を通じて学

校で使うスギ材長椅子を作成しました。３・４年生は「季節ごと

の学校林の変化」を、１・２年生は「夏と秋の葉っぱの変化」を、

それぞれ物づくりやゲームを通じて感じてもらいました。特にア

カ、キ、オレンジの秋の葉を使った「紅葉ステンドグラスづくり」

は、児童に「自然と関わる楽しさ」を印象づけることができました。

また、天童市立山口小学校では、６年生児童を対象に、学校林を

含む地元の水晶山近辺の森林をグループで散策しながら課題を解

いていく「ネイチャーウォーク」を、同市立津山小学校との交流

学習として実施しました。児童は、学校林のスギの樹高を測ったり、

特徴のある広葉樹を探し集めたりといった難しい課題を、協力し

ながら真剣に取組んでいました。自然の中で、学校の垣根を越え

た協同の活動は、グループの連帯感と共に、普段は気に留めない

葉の形や香り、手触りを記憶に残したようです。

　県内には、多くの学校林がありますが、その活用は低い状況に

あります。学校林は今後、学習フィールドとして、また地域コミ

ュニティの活動拠点としての活用が期待されています。

自然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進自然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進

「明安小学校林環境学習 （1・2年）」「明安小学校林環境学習 （1・2年）」
葉っぱでお面を作りました葉っぱでお面を作りました

「山口小学校林環境学習 （6年）」「山口小学校林環境学習 （6年）」
ゴマ油の香りの葉を探していますゴマ油の香りの葉を探しています
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自然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進自然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進

　置賜総合支庁では、気軽に外出する機会が少ない障がいのある方々に身近な森
に親しんでいただく機会を広げるため、平成24年度から障がい者の森林活動フィ
ールド拡大事業を実施しています。
　平成25年度は、前年度に西置賜地域で実施した経緯を踏まえ、東南置賜地域を
対象に、障がいのある方が森林活動できる場所のフィージビリティ調査（実施可
能性調査）、障がいのある方による森林活動の実証、及び地元森林ボランティア
団体等の介助案内研修を実施しました。
　フィージビリティ調査は、米沢市市民の森「西向沼」、南陽市「十分一山」、高
畠町「竹森山」、川西町「下小松古墳群」の４か所において、森林関係機関及び
障がい者福祉施設関係者等の協力のもと、実際に車椅子の乗り入れが可能か、ト
イレは使用できるか、危険な個所がないかなどの実地調査を行いました。
　これを踏まえて、障がいのある方を案内しての森林活動の実証を、南陽市「十
分一山」で実施しました。視覚・知的・精神障がいのある方々合計12名に参加し
ていただき、地元森林ボランティアによる案内のもと、珍しい植物や木の実など
を手に取ったり、置賜盆地を見渡す眺めを楽しむなどしたり、全員から「参加してよかった」との声をいた
だきました。
　また、介助案内研修では、森林ボランティア13名が参加して、障がいがある方に接する際の基本的なマナ
ー、アイマスクを使用しての視覚障がい体験、車椅子の実際の操作方法などについての講義を受けました。
　事業最終年度となる平成26年度は、この２年間で蓄積した置賜地域における障がい者の森林活動のための
各種情報をとりまとめ、障がい者福祉施設や福祉関連団体をはじめ関係機関へ提供する予定です。

　森林やまがた 増刊号　平成26年３月10日発行　　　　　　　　　　　　　　　監修　山形県農林水産部
　　　　　　　　　　　　　編集・発行　山形市松栄一丁目５番41号　山形県森林協会　 　印刷所　渡辺印刷　 

定価 260円

やまがた絆の森プロジェクト推進事業 （みどり自然課）
～平成25年度の実施状況について～

やまがた絆の森協定参加企業・団体

JTの森 鶴岡JTの森 鶴岡 NDソフト・こもれびの郷NDソフト・こもれびの郷 ウンノハウス企業の森ウンノハウス企業の森 朝日相扶  絆の森  白鷹朝日相扶  絆の森  白鷹

　県では、企業及び森林所有者と協定を結び、森づくり活動を通して地域の活性化を図る「やまがた絆の森
プロジェクト」を推進しております。
　現在、27の企業・団体と協定を締結しており、県内各地域の森づくり活動では地域の方々との協働や企業
間の交流など様々な取組みが展開されています。

障がい者の森林活動フィールド拡大事業について （置賜総合支庁福祉課）

№ 締結年月 森 の 名 称 企業名・団体名 H25主な活動内容 № 締結年月 森 の 名 称 企業名・団体名 H25主な活動内容
1 H21.3 ＪＴの森　鶴岡 日本たばこ産業株式会社 下刈、つる切り 13 H23.2 NDソフト・こもれびの郷 NDソフトウェア株式会社 下刈、林地材運搬
2 H21.10 ウンノハウス企業の森 株式会社ウンノハウス 下刈 14 H23.2 おーばん琴の森 株式会社おーばん 下刈、施肥
3 H22.3 キヤノンＭＪグループ未来の森 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 植樹、下刈 15 H23.2 山形県トラックの森 公益社団法人山形県トラック協会 下刈、植樹
4 H22.3 シェルター絆の森 株式会社シェルター 下刈、マイタケ植菌

16 H23.12 イオンの森
マックスバリュ東北株式会社
イオンリテール株式会社
株式会社ジョイ

植樹5 H22.3 荘銀かねやま絆の森 株式会社荘内銀行 下刈、枝打ち

6 H22.3 ぐるっと花笠の森【山形 】 株式会社山形銀行
山形信用金庫 下刈

17 H24.2 神の宿る森はぐろ 一般財団法人田川建設会館 下刈、間伐

7 H22.3
しんきん結の森・
ぐるっと花笠の森【新庄 】

新庄信用金庫
株式会社山形銀行

チップ敷き
ナメコ植菌

18 H24.2 にしかわ絆の森 日東ベスト株式会社 植樹、下刈
19 H24.2 パレスグランデール絆の森 株式会社パレス平安 植樹

8 H22.3 ぐるっと花笠の森【米沢 】 株式会社山形銀行
米沢信用金庫

下刈
巣箱作り

20 H24.2 天童・不思議の森
株式会社滝の湯ホテル
東北パイオニア株式会社
株式会社新東京ジオ・システム
株式会社天童木工

間伐
ナメコ植菌

9 H22.3 ぐるっと花笠の森【鶴岡 】 株式会社山形銀行
鶴岡信用金庫

下刈
巣箱作り

10 H22.3 かねやま絆の森 山形ゼロックス株式会社 下刈、枝打ち 21 H24.2 ホーマックの森 ホーマック株式会社 植樹
11 H22.7 南陽「草木の森 」 国土防災技術株式会社 下刈

22 H25.2 朝日相扶 絆の森 白鷹 株式会社朝日相扶製作所 下刈
ナメコ植菌12 H22.9 やまぎん蔵王国定公園の森 株式会社山形銀行 間伐


