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令和４年度

第１回山武市 木材利用推進部会
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１．開会
２．部会長挨拶
３．令和３年度森林づくり審議会及び

令和４年度第１回森林づくり審議会の報告
４．議題
①森林管理マスタープラン
②森林環境譲与税の活用
③相談窓口の設置
④日向の森の運用検討

５．その他
６．閉会



３．令和３年度森林づくり審議会及び

令和４年度第１回森林づくり審議会の報告
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今後の山武市の森づくりの進め方について

（１）山武市の森林に対するゴールを決める

（２）ゴールに対して現状の課題点を整理する

（３）課題解決に向けて実行する内容を決める

（４）実行する
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（２）現在の山武市がSFGsに向けて足りないこと

自伐林家による伝統的な山武林業が継承されていない

市民が山武市の森林やサンブスギについて知らない
森林に触れる機会が少ない

令和元年台風の被害処理が進んでいない
災害に強い森づくりが進んでいない

市民の憩いの場としての森林が活用されていない

林道や森林作業道の整備が不十分で作業ができない
木材価格が安く、事業収益性が低い
木材生産業者が少なく、生産力がない

水源涵養機能の高い森づくりが行われていない
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（３）SFGsに向けて取り組むこと（森林整備部会）

自伐林家の課題を抽出し、支援する

森林管理方針を定め市民の理解醸成をする

令和元年台風の被害処理計画を作る
災害に強い森づくり方針を定める

市民の憩いの場としての日向の森の利活用を検討する

森林の意向調査を行い、できるところから進める
必要な森林インフラを整備する
林業事業者の人材育成を行う

水源涵養機能の高い森づくり方針を定める
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（３）SFGsに向けて取り組むこと（木材利用推進部会）

山武林業・サンブスギの再ブランド化

市職員の山武林業・サンブスギの理解を深める
市民向けの森林情報を発信する
市民参加イベントを開催する

木育玩具や小物など市内産木材の推進
木造化木質化の推進
⇒木材や木製品の安定供給

薪・ペレットストーブの購入補助（既存）
市内産木材の新築・増築補助（既存）
⇒今後はリフォームを追加したい

店舗等の事業所への木質化
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施策内容 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

森林
整備
関係

1 森林クラウドの活用による森林整備事業の推進及び事務の効率化

（市町村森林整備計画の樹立・変更作業）

2 森林管理基本方針の策定

(１) 山武市内森林の現状把握
(２) 台風被害状況の把握と整備方針
(３) 山武市森林づくり審議会設立準備会の開催

(４) 山武市森林づくり審議会
(５) 森林整備部会・木材利用部会の開催
(６) 今後の森林整備方針の作成

(7) 森林管理基本方針の策定

3 地域森林に関する情報の収集・発信相談窓口の設置

4 森林経営管理制度の運用

（１）意向調査の計画立案・（２）意向調査の実施及び林業事業体への施業地の斡旋

5 山武市森林経営モデル事業の実施
（森林所有者の会の設立・林地集約化、森林管理路の開設）

6 風倒木処理 ★災害に強い森づくり事業（一般財源）

7
森林整備

★間伐の推進 （国庫補助事業活用？）

★その他市単独の森林整備事業(ボランティア等)

8 浦安市との森林整備広域連携モデル事業による森林整備

担い
手

9 自伐林業推進モデル支援事業の実施

10 自伐林業技術支援及び勉強会

木材
利用

11 木材流通システム助成事業の実施(材の搬出支援）

12 浦安市との森林整備広域連携モデル事業による木材活用

13 自治体間連携による販路拡大（市産材の利用促進）

普及 14 市民向け情報発信・市役所職員の理解醸成

他 15 千葉県森林経営管理協議会の加入による森林整備の加速化の実現

変更

地域林政Aによる実施

樹立

地域林政Aによる実施

森林経営管理制度と連動

協定締結準備 協定による森林整備の実施

協定締結準備
協定による木材利用提供の実施

下記モデル事業の結果を踏まえて計画

需要調査 販路拡大 公共施設木質化

策定

課題抽出 支援検討

変更？

森林整備しやすいところから優先的に実施

山武市の森づくりの進め方



森林整備関係の令和４年度の実施内容

◆山武市森林整備計画の樹立

⇒制度に乗っ取って実施（将来的には下記基本方針とリンクさせる）

◆森林管理マスタープランの策定

⇒森林整備計画との位置づけを明確にした上で、

SFGsの数値目標や具体的な目標林型、施業方法、ゾーニングについて整理

森林環境譲与税の今後の使途計画も明記

◆相談窓口の設置

⇒令和３年度中に設置し、令和４年度に本格稼働

◆災害に強い森づくり事業（継続）

◆浦安市との森林整備広域連携モデル事業

⇒間伐の施業地を確保し、カーボンオフセットも見据えた施業を実施
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担い手の令和４年度の実施内容

◆林業技術支援及び勉強会
⇒必要に応じて講習や勉強会を開催し、担い手の技術向上を目指す

13

木材利用の令和４年度の実施内容

◆浦安市との森林整備広域連携モデル事業
⇒木の折り紙、積み木等、木製品を制作

普及の令和４年度の実施内容

・市民向け情報発信
⇒相談窓口についてや今後の取組について広報等で普及
・市役所職員の理解醸成
⇒市役所職員を対象に山武林業や山武市内の森林の現状に関する研修実施
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令和４年度第１回森林づくり審議会の報告
議題 令和4年度第1回山武市森林づくり審議会

日 時 202２年7月28日13:30～16:00
場 所 山武市役所会議室

参加者

〇山武市森林づくり審議会 委員
経済建設常任委員長 長谷部竜作 様

副委員長 戸村勝敏 様
森林所有者 八角公二 様

石井正茂 様
戸村利 様

鹿児島大学農学部教授 枚田邦宏 様
農学系副学部長・教授 寺岡行雄 様

千葉県木材市場協同組合理事長 小池正男 様
（株）丸正木材工業 代表取締役 小川茂義 様
（株）山武産業 代表取締役 白江英明 様（欠席）
石井工業（株） 代表取締役 石井充 様
さんむフォレスト 稗田忠弘 様
千葉県森林組合専務理事 千葉県森林組合連合会専務理事 橋本信一 様
千葉県森林組合 北総事業所長 大杉雅之 様
千葉県北部林業事務所長 髙浦祐之 様

〇事務局
山武市 産業振興部 部長 中村洋一 様

農政課 課長 神谷英典 様
森林整備係 副主査 伊藤勇 様

冨川隆博 様
今関智也 様

（株）森のエネルギー研究所 九州営業所長 佐藤政宗
プランナー 竹田佳央
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令和４年度第１回森林づくり審議会の報告

・マスタープランの目標は良いが、作成して終わることにならないようにして欲しいと思う。
・持続可能な計画であることが重要で、持続可能性を担保する方法はまちづくりに絡めるこ
とだと思う。
・森林整備を実施する立場として、作業道が課題になっており、道の拡幅の具体策を明示し
ないと進まないと思う。
・マスタープランの策定には、木材生産に特化した森林とそれ以外を分けた方がよいかもし
れない。サンブスギの伝統を続いていける好条件地で実施していくべきだろう。
・市民は何を求めているか、都市部の人が何を求めているのか、といった観点も考えなくて
はならない。
・山武林業を博物館的にし、市民が歴史を理解するものという位置づけが1つあっても良い
かと思う。
・森林環境譲与税についてはこれから徴税されると国民の目線も向くと考えられるため、こ
れまで積み立ててきた基金も十分に活用することを是非お願いしたい。
・市民はサンブスギを使われている建物も知らないだろう。生業として進めていくためには、
山武市内に収まらない販路拡大も考える必要があると思う。
・山武市内に限らず、サンブスギで作成されたもののガイドブックは作成できないか。
・相談窓口に関しては森林所有者から相談を受けるのが主であれば、県と連携し、林業改良
普及指導員に担当してもらうのが適しているかと思う。県に連携相談をすべきと思う。
・市の林務行政の相談、個人の経営・所有に関する相談など種類がある。個人のトラブルは
全く別の解決案が必要だ。それらへの備えが必要であると思う。
・日向の森に関しては市として、現在管理いただいている所があるので、関係団体と相談し、
全域を活用いただきたいと思っている。市としてはモデル林を作りたく、関係団体と相談
しながら管理方針を練りたい。
・審議会メンバーで市内の視察を実施してはどうか。日向の森であれば現地で取組を聞く、
台風の被害林を見て議論をするなどしてはどうか。



４．議題

①森林管理マスタープランについて
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マスタープラン策定の背景
本市の特産であるサンブスギは「スギ非赤枯性溝腐病」に弱い性質から
多くの被害を受けており、担い手不足、木材価格の低迷、令和元年房総
半島台風なども伴い、森林の荒廃が深刻な課題となっている。

このような状況下のなか、平成30年5月に森林経営管理法が成立し、国
民に広く恩恵のある森林の適切な整備を進めていくことが求められてい
る。
一方で、市内森林の管理については具体的な方策が講じられず、場当た
り的な対応に終始してきた現状がある。

これらの背景を踏まえ、長期的・計画的な森林整備を促進するため、

「山武市森林管理マスタープラン」を策定する。

このマスタープラン作成に際し、過年度に実施された会議では「景観を
大切にする」「森林を活かし守る」といった声も上がっていた。こうし
た森林所有者や市民の声を取り入れ、山武市らしい目標としてSFGsと
いう指標を設け、具体的かつ分かりやすいマスタープラン計画を目指す。
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マスタープラン策定の意義

山武市には、九十九里平野に広がる水田地帯を挟むように、海岸地域には松林が、
丘陵部には杉を中心として植栽された人工林が広がっており、これらの森林は市の
景観を特徴づけるものであり、市民生活にも大きく影響を及ぼしている。

① 丘陵部の杉を中心とした人工林
⇒丘陵部の山林では古くからこの地域が輩出したブランド杉の「サンブスギ」が育
成されてきた
⇒これらの森林のほとんどが民有林であり、かつては経済林として整備されてきた
が、国内産木材の価格低迷や、溝腐病、経済林としての価値が低迷し、2019年の
台風被害などにより、山武市の景観を構成する森林としての整備が滞りつつある。
⇒森林活用の低迷は、これまで地域産材である「サンブスギ」の利活用の低迷にま
で及んでいる。

② 海岸部の白砂青松の景観を作る松林
⇒松くい虫や、2011年の東日本大震災時の津波被害によりその景観や機能は損な
われている。
⇒海岸部の松林は県有保安林であり、県と協力しながら再生を図る。

山武市の特徴であり、その景観を彩る美しい森林は、先人たちが山武地域の繁栄を
想いつつ育てたものであり、市民の誇りとなっている。この原風景を守ることが私
たちの使命であり、さらに次の世代に繋げていくものであることを念頭に置き、本
計画を策定する。
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行政計画における位置づけ
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全国森林計画

山武市森林整備計画

主な事務事業：
・災害に強い森づくり事業
・サンブスギ林総合対策事業
・森林環境整備推進事業
・自治体連携森林整備事業
・木育推進事業
・バイオマス普及事業 他

反映

千葉県農林水産業
振興計画

千葉県北部地域
森林計画書

山武市総合計画

政策：にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり

基本事業：
森林再生の推進

施策：
農林水産業の振興

山武市森林管理
マスタープラン

整合

執行



マスタープランの構成
第1章マスタープラン策定の背景と位置づけ
・策定の背景と位置づけ

第2章山武市内の森林の現状
・山武林業の歴史、サンブスギの特徴
・溝腐病について、台風の被害状況
・市内森林の現状（面積・資源量・木材生産等）
・市有林の状況（日向の森など）

第3章山武市の目指す森林とその推進方策
・これまでの取り組み、課題整理
・目指す森林の方向性、SFGsについて
・SFGsの詳細、実現に向けた方策
・森林環境譲与税の活用計画

第4章中長期的な計画
・森林づくり審議会の運用計画
・SFGS実現のためのロードマップ

第5章参考資料
20
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SFGsによる森林整備の考え方

① ６指標ごとの管理方針の設定

② ６指標によるゾーニングの設定

③ SFGsに沿った森林管理に対する補助制度

④ 森林整備の実行

大前提として森林所有者自身の森林経営の考え方が最優先で

あり、森林経営のやり方に悩む所有者を対象とする。

例）ゾーニング上は災害抑制森林であるが、所有者の意向で法定計画に

則って木材生産を行う 等



基本方針 目標林型

伝統的な山武林業を後世に継承するための森
づくりを実践する森 要整理

日向の森を中心とした教育的利用価値の高い
森林において、市民に森林に関心を持ってい
ただくため、イベントや森林における新産業
の創出を推進する森

イベントや森林における新産業の創出を
推進する人工林

土質や風当たりを考慮し、独自に伐採等の制
限を設け、山地災害を防ぐ事に重点を置いた
施業を推進する森

土壌侵食を軽減するための下層植生の発
達や、風害を防ぐための防風林としての
役割を促す天然生林

路網からの距離や土質、既存の樹種等を考慮
し、経済林から環境林への誘導を推進する森

本来、地域や立地にあるべき植生（潜在
自然植生）が維持される天然林

スギ等の経済林として生産性を高める森 適正伐期での収穫を行い、適切な育林作
業を経て良質かつ効率的な木材を生産す
る人工林

水源林等であり、山地災害の防止はもとより、
保水性の高い林地となるような樹種・施業を
選択する森

保水性の高い林地となるよう下層植生の
発達を促す天然生林

24

ゾーニングの考え方
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【施業方針の注意点】

以降、SFGｓの６つの指標の施業方法について整理するが、その注

意点を整理する。

・森林経営計画が作成されていたり、森林所有者に管理計画がある場合

はそれら所有者の意向に基づいて施業を行うものの、施業方針から大き

く逸脱するものについては参考にするよう促す

・保安林の指定を受けている森林に関しては保安林の制限を優先して施

業を行う

・施業方針はあくまでも目安であり、森林の状況に合わせた施業を行うこ

とが最も重要である
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森林の現況 森林管理方針

適正管理されて
いる森林

【主林木の適正密度の維持】

要検討

適正管理されて
いない森林

【主林木の適正密度化】

要検討

目標林型を記載

山武林業の背景について記載
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森林の現況 森林管理方針

適正管理され
ている森林

【主林木の適正密度の維持】
今後も適正管理を行うことが望ましく、現状の主林木は流木の発生抑止や森林土壌の
発達を目的に高齢級・大径木へ誘導して保残する間伐、または緩やかに針広混交林ま
たは広葉樹林に誘導するための間伐を積極的に行う。
（適正管理林分に誘導された後に針葉樹の収穫を行った林分は、林況に応じてスギ・
ヒノキの再造林もしくは針広混交林または広葉樹林として管理する）

適正管理され
ていない森林

【主林木の適正密度化】
主林木は流木の発生抑止を目的に高齢級・大径木へと誘導して保残しつつ、林内照度
（相対照度約30％）を一定程度確保しながら適正密度とするため、谷筋で流木になる
可能性のある劣勢木を中心に、本数間伐率40％程度の強度間伐を早期に行う。小規模
崩壊の恐れがある場合には施設整備を行う。

【主林木の樹種転換化】
主林木を疎林仕立てとして高齢級・大径木へ誘導して、主に樹冠長率が高い立木を優
先的に保残しつつ、立地環境に適応し、落葉落枝による森林土壌発達を促す適地適木
の広葉樹に樹種転換するため、本数間伐率50％程度の強度間伐を早期に行う（ただし
ヒノキ林の場合は環境変化による枯死の可能性があるので注意する）。小規模崩壊の
恐れがある場合には施設整備を行う。

土壌侵食を軽減するための下層植生の発達や、風害を防ぐための防風
林としての役割を促す天然生林

保水性の高い林地となるよう下層植生の発達を促す天然生林

「災害抑制」と「水源」は目標林型が類似するため同様の管理方針とする
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森林管理方針

間伐体験等の森林学習やアウトドア等の余暇活動など、用途に合わせた森林の活用ができるよう適切な
下刈りや間伐等の施業を行う。

イベントや森林における新産業の創出を推進する人工林

森林の現況 森林管理方針

適正管理されて
いる森林

地域や立地にあるべき植生（潜在自然植生）が維持されているのであれば自然の遷
移に任せる。

適正管理されて
いない森林

【主林木の樹種転換化】
主林木を疎林仕立てとして高齢級・大径木へ誘導して、主に樹冠長率が高い立木を
優先的に保残しつつ、立地環境に適応し、落葉落枝による森林土壌発達を促す適地
適木の広葉樹に樹種転換するため、本数間伐率50％程度の強度間伐を早期に行う。
自然力で生育し続ける見通しがつけば自然力に委ねる。

本来、地域や立地にあるべき植生（潜在自然植生）が維持される
天然林
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森林の現況 森林管理方針

適正管理されて
いる森林

【主林木の適正密度の維持】
今後も適正管理を行う。樹冠長率50％、形状比70以下を目標として間伐を行い、伐期齢
を50年程度に設定する。
（高性能林業機械で効率的に作業できる径級は60cm程度とされている）

適正管理されて
いない森林

【主林木の適正密度化】
過密な林分は優勢木が適正に配置されるように、劣勢木中心に本数間伐率にして40％程
度の間伐を行い、10年程度を目安に再度40％程度の間伐を行う。
災害に強い作業道等の基盤施設がない場合には、適切な木材生産活動が行なえるよう基
盤整備を行う。路網整備の目安として次項資料を参考にする。
なお、樹冠長率が30％近くまで低下した森林は、間伐しても個々の木の成長の回復は非
常に遅く、健全な姿に戻らないうちに気象害に合う可能性が高いので、早急に皆伐し再
造林する。

適正伐期での収穫を行い、適切な育林作業を経て良質かつ効率
的な木材を生産する人工林

近年の木材価格の低迷から、森林所有者の経営意欲は減退している。こうした状況を
鑑みて、山武市の木材生産林では50年程度で収穫し、再造林を行う施業を基本とする
（状況に応じて長伐期施業も行う）。
比較的短期での収穫サイクルを取ることで、長伐期施業よりも短期間での収入を得るこ
とができ、森林所有者の施業意欲の向上や雇用創出、技術継承を行いやすいと考えら
れる。
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ゾーニングの考え方

伝統的な山武林業を継承して
いる林分などを属地的に選定

市民の学びの場となる林分
などを属地的に選定

風倒木その他災害を受けてい
る森林や将来的に被害を受け
る可能性がある森林、被害抑
制のための防風林などを選定

他５つの分類に含まれない
すべての森林

木材生産に適した森林、もし
くは更新が必要とされている
森林

水源地周辺の森林、河川周
辺で下流域に影響する森林
を選定

＞

ゾーニングの優先順位

＞＞＞＞



市民への普及

31出典：熊本市健全な森づくり推進計画



②森林環境譲与税の活用について

32



山武市の森林環境譲与税
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R1 R2 R3 R4

譲与額 5,795,000 12,316,000 11,653,000 15,938,000

使
途

木材流通システム助成事業補
助金

〇

森林クラウドシステム使用料 〇 〇 〇 〇

アドバイザー委託料 〇 〇 〇

森林経営管理協議会負担金 〇 〇

自伐型林業促進モデル支援事
業補助金

〇 〇

郵便代 〇

使用額合計 2,075,900 6,151,200 6,707,200 8,718,500

山武市森林環境基金積立 3,719,100 6,164,800 4,945,800 7,219,500

単位：円

令和３年度終了時点で14,829,824円が基金化されており、

今後の計画的な使途計画が不可欠である。



山武市の森林環境譲与税活用の方向性
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＜森林整備＞
◆国の補助事業の補填
⇒国の補助事業は申請手続き等で4～６月の間は使用できない仕組みに
なっているため、市の森林環境譲与税を充当する

◆担い手育成
◆森林経営意向調査

＜木材利用＞
◆夢ボード
⇒夢ボードとは、学校で使う机に被せる木製（サンブスギ）のデスク
カバーで、卒業時には盾として加工し記念品とする。予算的には200
万円程度で、毎年実施する意向。

◆リフォーム時の住宅補助
◆サンブスギのブランド化

＜その他＞
◆山武市職員の研修



山武市の森林環境譲与税活用の方向性
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＜SFGs実現に向けた活用＞

◆ゾーニング

⇒山武市内森林のゾーニングを可視化するためのGIS情報の整備

（SFGsの６要素をそれぞれGIS上で指定し、その面積を算出する。その面

積を基に各年の施業目標値を設定する）

◆森林整備

⇒SFGsに定めるそれぞれの森林管理方針に基づいて森林整備を行う際の

施業に関して補助を出す。補助要件は森林管理方針に準拠した森林管理を

行うこととする。

（上記、ゾーニングで定められた６要素のそれぞれ施業目標値とSFGsの

優先度を考慮し予算配分する）



③相談窓口の設置について
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昨年度、相談窓口に関するチ
ラシは作成したが、その運用
方法については未整備

運用方針①
電話、メールでの相談窓口の
受付先を設定し、チラシやHP
上で対応する

運用方針②
年に４回程度、市役所に相談
窓口を設置し、対面で市民の
相談に対応する

37
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相談窓口の例

日本木質バイオマスエネルギー協会HP：https://jwba.or.jp/support/



④日向の森の運用検討
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【現状】
プレゼントツリー、
Save Earth 
Foundation、千葉県
森林組合、山武木こり
隊、山のおんぶ実行委
員会に貸し出している

【今後】
所管する企画政策課で
は企業誘致の考えも
あったが、農政課とし
ては管理権を移管して
もらい、モデル林を作
る等、森林としての活
用を提言している。
今年度は現状把握を行
う。



41

固定翼UAVによるDEM（数値標高モデル）




