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これまで推進してきた森林資源の循環利用の取組を基盤として、良質な県産木材を安定的・

継続的に供給する新たな仕組みづくりや、ICT導入等による木材生産及び森林経営管理の効率

化・高度化、高度な専門人材の育成などにより、環境に配慮した森林資源の活用と地域活性化

をより一層推進し、「やまがた森林
モ リ

ノミクス」を発展、加速させていきます。 

 

これまでのやまがた森林
モ リ

ノミクスの取組の成果を踏まえ、本ビジョンに掲げる将来の目指す

姿の実現に向けた施策の目標として、上位計画である「第４次山形県総合発展計画（R2.3策

定）」における令和６年度の目標指標※１及び重要業績評価指標（KPI）※２に対応する令和 12年

度の数値を示すものとします。 

なお、各取組項目に関する指標として、「第４次農林水産業元気創造戦略」における令和６

年度の目標値を掲載しています。 
  

※１《Ｒ６目標指標》・木材(素材)生産量 70万㎥ ・再造林率 100％ 

 ※２《Ｒ６KPI》・林業労働生産性 7.8㎥/人日 ・JAS製品出荷量 100千㎥ 

 

Ｒ１２ 

目標指標 

・木材生産量 90 万㎥    ・再造林率 100％ 

・労働生産性 10 ㎥/人日  ・JAS 製品等出荷量 12 万㎥ 
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 大型集成材工場の増設により B 材の需要増が見

込まれ、木質バイオマス発電施設の稼働により

CD 材の需要も増大していることから、木材生産

量 90 万㎥を目標値として設定。 

 ※持続的に供給可能と見込まれる人工林の資源量は

最大 90 万㎥と推計。（地域森林計画の伐採立木材積

より。国有林含む。） 

 木材需要量の増大に伴い、主伐の増加が見込まれ

る中、公益的機能の持続的な発揮と森林資源を有効

に循環利用するためには、再造林が必要なことか

ら、再造林放棄地の解消に向け、再造林率 100％を

目標値として設定。 

 施業の集約化や路網整備、高性能林業機械の導入

等による効率的かつ低コストな素材生産への取組が

必要なことから、国の目標水準である林業事業体に

おける労働生産性 10.0 ㎥/人日を目標値として設定。 

 品質や性能が明確なＪＡＳ製品等の需要が増大し

ており、R1 までの着実な増加と、大型集成材工場の

増設を含め、供給体制の充実を図っていく必要があ

ることから、12 万㎥を目標値として設定。 
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１ 多面的機能の持続的な発揮と森林資源の循環利用〔川上対策〕 

（１）多面的機能の高い森林の管理・保全 

☆ 「ゼロカーボンやまがた 2050」の実現への寄与と、安全・安心な 

暮らしを支える災害に強い森林の管理・保全 

 

① 森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度の効果的な運用 

制度の実施主体となる市町村の体制を確立し、「森林経営管理制度」の県全域での着実な

推進や効果的な運用を図っていくため、森林環境譲与税も効果的に活用しながら、市町村

の取組を強力にサポートしていきます。 

具体的には、全県レベルの「山形県森林管理推進協議会」と県内４地域における「地域

協議会」を引き続き開催し、取組の進捗状況や課題等を共有するとともに、課題解決策等

を検討・実行していきます。 

 

また、制度の実施体制が確立していない市町村が多い中、専門的・技術的ノウハウを有

する「やまがた森林
も り

と緑の推進機構」（令和３年４月設立予定）と連携し、定期的に個別相

談などを行い、個々の実情に即したきめ細かい助言・指導等を実施していきます。 

中期的には、市町村の技術的な実務の担い手となる「地域林政アドバイザー」等の人材

育成、森林経営の受け皿となる「意欲と能力のある林業経営者」等の事業体育成を図ると

ともに、市町村の担当職員に対する研修等の継続や、森林クラウドシステムによる森林情

報の即時共有などにより、制度の円滑な運用を支援していきます。 

このような支援を行っていくことで、長期的には市町村が安定した実施体制を確立し、

森林所有者から適正に管理されていない森林の経営管理の委託を受け、「意欲と能力のあ

る林業経営者」への経営管理の再委託などを進め、制度の目的である林業の成長産業化の

実現と森林資源の適正な管理の両立を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

森林経営管理制度による多様で健全な森林の整備のイメージ 

出典：令和元年度森林・林業白書 
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② 治山対策・荒廃森林の整備等による公益的機能の高度な発揮 

ア 治山対策による森林の機能の発揮 

山地災害の増大を踏まえ、特に危険度の高い山地

災害危険地区において、ドローン等を活用した調査

により災害リスクを把握し、事業の優先順位を定め、

計画的に保安林に指定し治山施設の設置等を行って

いきます。 

 

あわせて、地域住民への山地災害危険地区等の周

知や山地防災ヘルパーとの治山施設の点検強化な

ど、ハード・ソフト一体的な対策を更に強化していき

ます。 

 

山地災害発生時には、ドローンレーザ測量等によ

り迅速に調査を行い、早期復旧を目指し応急・恒久

対策を実施するとともに、老朽化等により機能の低

下した治山施設や地すべり防止施設については、個

別施設計画に基づいた長寿命化対策と定期的な点検

を実施し、安全で安心な県土保全に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

治山事業後の状況 

ドローンレーザ測量による地形や滑落状況等把握のための図化 

水源涵養保安林 飛砂防備保安林 
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イ 荒廃のおそれのある森林の整備 

森林の有する公益的機能の高度かつ持続的な発揮を図

るため、やまがた緑環境税を活用し、荒廃のおそれのあ

る人工林や、森林病害虫獣被害等により活力が低下して

いる里山林等の整備を引き続き実施していきます。 

 

また、主伐後の再造林や高齢化した広葉樹林の若返り

（伐採・搬出）に対する支援を継続し、健全な森林の育

成を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 森林病害虫獣対策の推進 

森林病害虫獣対策については、これまでの松くい虫やナラ枯れ被害に対する駆除・防除

等の対策の徹底を継続するとともに、置賜地域で急増しているクマの剝皮害の徹底調査と

対策方法の確立に取り組んでいきます。ニホンジカによる森林被害については県内で確認

されていませんが、引き続き監視活動を行っていきます。 

 

さらに、新たな取組として、激甚な松くい虫被害が続いている庄内海岸林において、航

空レーザ計測を活用し、地形や森林の状況など様々な情報を森林 GIS上で可視化し、総合

的な保全計画を策定する取組を推進します。クマの剝皮害が大きい置賜地方においては、

県と市町村や森林組合等、森林所有者が一体となって樹幹への忌避剤の塗布（塗布量比較）

やロープ巻き（巻き方や位置比較）といった対策技術の実証を行うなど、保全すべき重要

な森林等における対策技術の開発を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
無人ヘリによる松くい虫防除 ナラ枯れ被害 

里山林における緩衝帯の整備 間伐材の搬出 

人工林の整備 
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また、蔵王山頂付近で集団枯損しているアオモリトドマツについては、管理者である東

北森林管理局をはじめ関係機関と連携し、再生に向けた取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～『将来の目指す姿』に向けて～  

 県民の安全・安心のため、森林経営管理制度の着実な運用、県土強靭化対策や荒廃のおそれのあ

る森林の解消、病害虫獣対策に取り組み、森林の持つ公益的機能の維持増進を図っていきます。 

   ※第４次農林水産業元気創造戦略の目標値 

目標指標 現状値 目標値（R6） 

森林経営管理制度に基づく森林整備を実施している市町村数 １(R1) 34 

個別施設計画に基づく治山施設等の長寿命化対策率 ０％(R2) 32％ 

 

 

 

 

  

蔵王山頂付近でのアオモリトドマツの集団枯損状況 
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（２）県産木材の安定供給の推進 

☆ 記憶や経験に頼る林業、３Ｋ（きつい、汚い、危険）林業から、 

デジタル化による記録と分析に基づく省力化・軽労化された林業へ

の転換 

 

① スマート林業の推進 

森林施業の集約化や林内路網の整備、高性能林業機械等の活用による計画的な森林整備

を推進していくためには、基礎データの精度向上と情報共有が重要です。航空レーザ計測

等のリモートセンシング技術※の活用により、高精度の森林・地形情報データを入手・解析

し、森林簿や森林計画図等の精度向上を進めていくとともに、森林クラウドシステムの県

内全市町村と事業体への導入を進めることで、データの即時共有化を促進していきます。 

 

また、レーザ計測データを活用した境界明確化や路網設計の支援ソフトを導入し、現地

調査や測量を省略するなど、現場作業の効率化を図るとともに、間伐等の選木や伐採収支

予測等の省力化、ドローンを活用した造林事業の積算や施工管理の省力化・低コスト化を

進め、これらの技術に関する研修会等を開催しながら、広く林業現場に普及していきます。 

 

さらに、高精度なデータを活用して、スギ人工林について、立地条件等が良く林業経営

を積極的に行う森林（経営林）と、立地条件等が悪く環境保全を重視する森林（環境林）

とに区域を分けるゾーニング技術の開発を進めていきます。 

 
※ Ｐ７「Ⅱ３ICT等を活用したスマート林業などによる林業イノベーション」参照。 

 

 

 

  

航空レーザ計測の方法 

出典：林野庁「高精度な森林情報の整備・活用のためのリモートセン

シング技術やその利用方法等に関する手引き（H30.3）」 
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② 森林施業の集約化の推進 

収益性の高い間伐や主伐・再造林等を実

施し、木材生産量を更に増大していくため

には、効率的かつ計画的な森林施業の集約

化を強力に推進していくことが重要です。 

 

このため、林業経営を積極的に行う経営

林を主体に、航空レーザ計測等による高精

度の森林・地形情報データを活用した省力

的・効率的な森林境界の明確化の実施や、森林所有者への間伐や主伐・再造林等の施業の

提案や合意形成、「森林経営計画」の策定等を行う取組を支援していきます。 

 

また、森林経営管理制度の効果的な運用により、市町村と森林組合等が連携した施業の

集約化の成功事例を積み重ねていくとともに、事例紹介や研修会等を行いながら、将来の

県内全域での取組につなげていきます。 

 

③ 適切な林内路網の開設・改良の促進 

木材運搬や森林施業の重要な基盤となる路網整備を

構築するため、県・市町村・事業体等が連携し基幹と

なる林道・林業専用道の新規路線の計画作成を推進し

ていきます。 

 

また、効率的な木材運搬や広域的な木材流通に資す

るため、低規格林道については大型車両の通行を可能

とする改良事業を推進します。さらに、開設・改良を

実施する際には、激甚化する災害に耐えうるような線形や構造設計に努めることで強靭化

を図るとともに、適正な維持管理に努めていきます。 

 

加えて、林道等に接続する公道においても、スムーズに林道等へアクセスできるよう、

道幅や高さ制限、橋梁の設計荷重不足などの課題を関係機関と共有し改良等を促していき

ます。 

 

④ 高性能林業機械等を活用した素材生産性・収益性向上と省力化の促進 

素材生産性・収益性を高めるため、施業の集約化や路網整備など生産基盤を整えた上

で、高性能林業機械等の活用を図っていきます。 

 

緩傾斜地においては森林作業道の整備により車両系機械を活用することで生産性を高

め、路網整備が困難な急傾斜地においては架線を活用した作業システムを検討するなど、

現地条件に合わせた適切な作業システムの導入を進めていきます。 

航空レーザ計測の成果を解析した立体重ね図 

大型トラックによる丸太の搬出状況 
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さらに、丸太の品質等を自動判定し ICTを活用して流通に活かしていく機械や、ロボッ

ト技術を活用し無人走行できる機械、急斜面の移動を容易にするアシストスーツなどの開

発も進んでいます。 

 

これらの先進的な技術を活用することで施業の省力

化が期待されることから、新たな高性能林業機械等に

関する研修の開催等により、オペレーターや効率的な

作業計画を立案できる人材の育成と、先進的な機械・

技術の普及、機械導入後の稼働率向上等に取り組んで

いきます。 

 

⑤ 計画的な森林整備（間伐等） 

森林施業の集約化と林内路網の整備を進め、高性能

林業機械等の活用による生産性の向上と省力化を図り

ながら、計画的な間伐等の森林整備を進めるととも

に、森林資源の循環利用を促進するため、間伐材等で

発生する林地残材の搬出利用への支援を継続して行い

ます。 

また、搬出間伐の低コスト化・効率化、間伐材の利

用促進を図るため、列状間伐※の普及・定着に向け、

県営林等で率先的に実施していきます。 

 

これらの経営林を主体とした取組のほか、環境保全を重視する環境林については、間

伐の繰り返しのほか帯状・群状又は単木での伐採（択伐）を行い、広葉樹の導入による

複層林化や針広混交林化等を進め、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図ってい

きます。 

 
※ 植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐採する間伐方法で、個々の林木の形質に関係なく一定間隔

ごとの列を機械的に伐採し、伐採された列と残された列が交互に配置される。 

 

～『将来の目指す姿』に向けて～  

 作業の機械化・自動化等の新技術の導入を促進し、森林施業の集約化や林内路網の整備、高性

能林業機械等の活用による計画的な森林整備を進め、これまでの記憶や経験に頼る林業や３Ｋ

「きつい、汚い、危険」林業から脱却し、デジタル化・省力化・軽労化による新３Ｋ「給与が

良い、休暇が取れる、希望が持てる」林業の実現を目指します。 

   ※第４次農林水産業元気創造戦略の目標値 

目標指標 現状値 目標値（R6） 

県産木材供給量 【KPI】 53.5 万㎥ (R１) 70 万㎥ 

林業労働生産性 6.0 ㎥/人日 (H30) 7.8 ㎥/人日 

 

無人走行のフォワーダ 

列状間伐 

列状間伐の実施状況 
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（３）主伐・再造林の推進 

☆ 花粉が少なく成長と品質の優れた品種への転換と、低コストで収穫 

サイクルが短い林業の実現 

 

①  事業者間連携等による主伐・再造林の実践 

計画的な主伐と伐採後の適切な再造林を促進するため、「山形県再造林推進機構」と連携

し、伐採事業者と造林事業者のマッチングや、事業者間の連携等を促進する研修会の開催、

個別訪問等による普及啓発活動を継続して実施していきます。 

 

また、林業事業体が森林所有者に対して、主伐から再造林、下刈りまでの一体的な施業

方針と事業収支を明らかにした「施業提案書」を提示（収支の見える化）して、長期受委

託契約を締結する取組を促進していきます。 

 

②  植栽・保育の低コスト化・省力化の推進 

森林所有者の経費負担や造林作業の軽減を図るため、低密度植栽と下刈り回数の削減によ

る「低コスト再造林技術」のほか、成長が優れる特定母樹由来の苗木植栽、ワラビのカバー

クロップなど、植栽や保育作業の低コスト化・省力化技術の確立とその普及に向けた取組を

推進していきます。 

 

また、主伐作業の集材に使用する林業機械を活用し、伐採と並行又は連続して地拵えと苗

木の運搬、植栽を一体的に行う「伐採と造林の一貫作業システム」の導入を促進します。さ

らに、林野庁が実用化を目指し開発を進めている自動下刈り機械などの最新技術の導入も促

進していきます。 

 

③ 花粉が少なく成長と品質の優れたスギ品種への早期転換 

主伐・再造林の推進と併せて、全国的に社会問題化しているスギ

花粉症の発生源対策に引き続き取り組むとともに、造林から伐採

までが一代で可能となる収穫サイクルが短い林業の実現を目指し

ます。 

 

具体的には、「少花粉スギ」の種子増産や特定母樹由来の種子生

産のためのミニチュア採種園を計画的に造成し、県森林研究研修

センターが供給する全てのスギ種子を花粉の少ない品種に切り替

えていきます。 

 

また、根曲がりが少ない耐雪性品種の中から、特定母樹の候補木の選抜を継続し、本県の

気象条件にあった短伐期で収穫可能なスギ品種の開発を行っていきます。 

特定母樹（庄内町） 



Ⅴ 施策の方向性と取組項目 

７０ 

 

 

～『将来の目指す姿』に向けて～  

 森林資源の循環利用に向けた主伐・再造林の推進と併せて、花粉が少なく成長と品質の優れた

品種への転換と、低コストで収穫サイクルが短い林業の実現を目指します。 

   ※第４次農林水産業元気創造戦略の目標値 

目標指標 現状値 目標値（R6） 

再造林率 【KPI】 64％ (R１) 100％ 

再造林面積 95ha (R１) 200ha 

 

（参考）伐採と造林の一貫作業システムについて 

 

 

 

 

 

 

 

 


