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森林施策の歴史的な転換期に対応するために 

 日本の森林施策は「森林・林業再生プラン」の施行に伴って，歴史的な転換期を迎えています。 

 これまで，林業に関係する補助事業等は，森林の造成や保育を進め，健全な森林を育成するこ

とを主な目的として展開されていましたが，これからは，森林資源の充実に伴い，資源の有効活

用を進めることを主な目的として各種施策が進められることとなります。 

 補助事業等についても，「木材利用ポイント事業」，「バイオマス関連施設の体制整備」，

「公共施設等の木造化」など木材利用を進めるためのメニューが中心となっており，併せて，

「施業の集約化」や「高性能林業機械の導入推進」により，生産体制の合理化による安定的な木

材生産にも力を入れて進めていくこととなっています。 

 これらのことは、これまでにない大きな施策の転換であり，このような動きは，今後益々加速

されていくものと思われます。 

 林業振興部では，今年を，「仙南地域の林業・木材産業関係者が一体となって地域材の利用を

促進する体制を確立する年」，そして，「東京電力福島第一原子力発電所事敀による放射性物質

汚染の影響で出荷を制限されているタケノコや露地栽培原木しいたけの制限解除の道筋を示し，

森林・林業の再生を図る年」と位置付け，尚一層，関係機関と連携して各種施策の推進に取り組

んでいきたいと思います。                  （林業振興部長 岸野 清） 

【今こそ皆で力を合わせ県産材生産と美林の形成を!!】 【森林・林業再生プランに掲げる集約化施業のイメージ】 
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福島第一原子力発電所事敀の影響から，地元の主力な特産品であるタケノコの出荷制限指示

が続く丸森町耕野地区において，一日も早い出荷再開を願い「たけのこ出荷復活祈願祭」が，

平成25年5月中旪に開催されました。 

竹林は，収穫や古い竹の抜き伐りなどの手入れをしないまま放置すると混みあって荒れてし

まい，品質の良いタケノコを生産することができなくなってしまうことから，出荷制限のかか

っている中においても手入れを継続することが重要です。当日は，耕野地区の方々のほか，ボ

ランティアの方々など３０人を超える参加者がタケノコの掘り取り作業を行い，タケノコを供

えて近くの八幡神社において祈願祭を執り行いました。今回掘ったタケノコは，町全体が出荷

制限を受けているため，残念ながら口にすることはできませんでしたが，香り高く，また瑞々

しくて柔らかく，味の良さが伺い知れ，特産品として店頭に並ぶ日が望まれてなりません。 

大河原地方振興事務所では，原発事敀の影響がいまだ色濃い丸森町に明るい話題を届けるた

め，国に対して一刻も早い出荷制限指示の解除を求めていくほか，今後とも，地区内のタケノ

コ生産者と共に，生産再開に向けて必要な活動や取り組みを行ってまいります。 

 東京電力福島第一原子力発電所事敀に伴う放射性物質の拡散により，県内の林産物には出荷

制限及び出荷時自粛などの制限がかかっています。（大河原管内の林産物の制限状況について

は下表のとおり） 

 制限のかかっている林産物については，事前に市町等の検査により，食品の安全基準値であ

る100ベクレル/ｋｇ以下の条件を満たしたとしても出荷はできません。皆様の御理解をお願

いいたします。 

 また，食品の安全を確保するため，きのこ栽培用の原木についても，指標値（50ベクレル/

ｋｇ）を超えたものについては，栽培に使用することができませんので，きのこ栽培を計画さ

れている方は，大河原地方振興事務所林業振興部あて，お問い合わせ下さい。 

『たけのこ出荷復活祈願祭』が開催されました」 

【大河原管内における林産物の出荷制限状況】 

情報〔県内林産物の出荷制限及び自粛の状況について〕 

【八幡神社において出荷再開を祈願】 【ボランティアの方などの参加によるタケノコの掘り取り作業】 

市町村名 
原木しいたけ 
（露地栽培） こごみ こしあぶら たけのこ たらのめ ぜんまい わらび 原木むきたけ 野生きのこ 原木なめこ 

白 石 市 ○     ○             

角 田 市 ○                   

蔵 王 町 ○                   

七ヶ宿町 ○   ○               

大河原町                     

村 田 町 ○                   

柴 田 町                     

川 崎 町 ○                   

丸 森 町 ○     ○   ○         
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平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では，大河原地方振興事務所管内の１市

２町の５箇所で林地崩壊が発生しましたが，そのうち，白石市小原字蝦夷倉地内（平成24年７月

完成，竹とんぼ No.30参照）の工事に続いて，柴田郡川崎町支倉字大倉山地内（碁石川）で施工

していた治山工事が平成25年５月に完成しました。 

本箇所は，昭和63年，平成３～５年，平成11～12年にかけて土留工，水路工，根固工，護岸

工及び法枞工を施工してきた箇所ですが，地震によって山腹が崩壊し，法枞工及び護岸工が損壊

しました。また，崩壊した土砂は一級河川碁石川に堆積し，河道閉塞による二次被害の恐れのあ

る状況でした（写真－１）。 

今回の工事では，損壊した法枞工を治山施設災害復旧工事で復旧するとともに，拡大崩壊した

斜面は復旧治山工事で法枞工を施工し，山腹の安定化を図りました（写真－２）。 

 東北地方太平洋沖地震関連の治山工事は現在も１箇所で工事が続いていることから，引き続

き，早期復旧に努めてまいります。 

写真－１【被災（地震直後）の状況】 

写真－２【工事完了後の状況】 

～碁石川地区(川崎町)の治山工事が完成しました～ 

【参考：他管内の出荷制限・出荷自粛の状況（大河原管内除く）】 

品目名 出荷制限市町村 出荷自粛市町村 

原木しいたけ 
（露地栽培） 

  ８市５町１村（仙台市，名取市，大崎市，栗原市，石巻市，東松島市，登米市，気仙沼市，大和町，富谷町，加美町， 
  色麻町，南三陸町，大衡村） 

  

こ ご み   ３市１町（大崎市，栗原市，気仙沼市，加美町）   

こしあぶら   ４市２町（大崎市，栗原市，登米市，気仙沼市，大和町，南三陸町）   

たけのこ   １市（栗原市）   

たらのめ     ２市（大崎市，気仙沼市） 

ぜんまい   ２市（大崎市，気仙沼市）   

わ ら び     １市（大崎市） 

原木むきたけ     １市（栗原市） 

野生きのこ   ２市（大崎市〔ナラタケ〕，栗原市〔オオイチョウタケ〕）   

原木なめこ     １市(気仙沼市) 



４ 

 『一戸建て住宅に県産木材を気軽に使いたい！』『木造住宅を建てたいが何か支援があれ

ば・・・』住宅建築の際に，木材を使うのは見た目が良く，お洒落だというだけでなく，住ん

でみて気持ちが良いことや，最近では健康を重視して使ってみたいという人は多いとのアン

ケート結果があります。 

 しかし，一方で「国産材は高い。ましてや地元の県産材を使ったらもっと・・・」との思い

から，価格面で国産材等の選択について悩まれていた方々も多く，木造住宅の建築拡大におけ

る大きな課題となっていました。 

 これらの方達への朗報として，『木材利用ポイント制度』が平成２５年４月からスタートし

ましたのでお知らせします。 

 気になる対象と補助額については，①木造住宅新築に一律３０万ポイント（罹災証明で半壊

以上は５０万Ｐ），②内装・外装の木質化は最大で３０万Ｐ，③地域材家具，薪・ペレットス

トーブ（ポイント数は未定）の３項目で，①②③は併用可能となっており，使い方によっては，

施主様に相当メリットのある補助事業となっています。 

 取得したポイントの交換については， 

「ポイントの即時交換（工事費等への充 

当）」はポイントの半分までできること 

となっており，50万Ｐを取得した場合， 

25万円まで工事費に充当できる計算にな 

ります。 

 残りの半分については「地域の農林水 

産品」，「地域振興券」，「農村漁村や 

森林への体験型旅行券」，「ＮＰＯ等地 

域環境団体への寄付」などに交換するこ 

とができます。 

 木材利用ポイント事業は，補助事業の活用により県産材を気軽に利用していただきながら，

併せて地域の農林水産品等などとポイント交換を行うことによって，県産材の利用拡大と山村

地域の活性化及び地域振興を一体的に図る趣旨の制度であり，これから一戸建て住宅を考えて

いる方には，ぜひ活用していただきたい制度です。 

 また，県ではみやぎ環境税を活用し，平成23年度から，県産材利用エコ住宅普及促進事業

をスタートしています。 

 この事業は，県産材を使用した新築住宅に対して最大５０万円／棟の補助を行うものであり，

先の木材利用ポイント事業との併用も可能です。補助事業をうまく使っていただければ，最大

で１００万円以上の補助が受けられることになり，まさに今が木造住宅の建て時到来といって

も良いと思います。 

 大河原地方振興事務所では，これらの事業の積極的な推進を目指して，大河原地区県産材利

用推進会議（第1回）を5月27日に開催しましたが，地元工務店や製材所，関連企業の方々な

どを中心として多くの方々の参加をいただいたところであり，各業界とも関心を強く持ってい

ることが感じられたところです。 

 県産材の利用推進は，森林･林業･木材産業の再生と併せ，地域の活性化や美しい自然環境の

整備にもつながる取り組みです。県産材は木目，香り，肌触り共に，外国産材とは違った良さ

があり，触れあうことで安心感さえ不えてくれます。その違いについて，この機会に感じてみ

ませんか。 

 詳しくは，大河原地方振興事務所までお問い合わせいただくほか，『木材利用ポイント事

業』，『県産材利用エコ住宅普及促進事業』で検索してみてください。 

～木材を使った住宅建築への支援が拡充されました～ 
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 地拵え→植栽→下刈→除伐→間伐を経て，植栽から５０年を目安に収穫に至るのが，これま

での林業のスタイルでした。試算してみると，収穫するまでの造林（育林）経費が約２００万

円／ｈａとなる一方，スギ５０年で収穫した場合の利益は標準的な山林で１００万円～１５０

万円と言われていることから，単純に見れば赤字となります。この赤字からの脱却を目標に宮

城県種苗農業共同組合と県が平成20年度から協同で取り組んでいるのが，「低コスト造林試

験」です。 

                 ５年目となる今年度は，角田市峠地内の山林において， 

                試験地を設定しました。地拵えを簡略化し，造林本数を通 

                常の ３,０００本／ｈａから １,５００本／ｈａに減らして 

                コスト低減を図っています。さらに，植栽する苗は植える 

                時間が普通苗より短縮でき，成長が早いとされるコンテナ 

                苗を使用しました。 

                 また，今年度は，１年生コンテナ苗の実用性の検証を趣 

                旨に設定しました。普通苗では３年生，コンテナ苗では２ 

                年生を用いるのが主流である中，１年生の若い苗の実用化 

                ができれば，苗の生産コストも大幅に減らすことができま

す。今後は，活着率の調査を行い，秋季にはこれまで施行してきた試験地とともに生長量調査

を継続して実施する予定です。 

 後継者丌足や外材との競争により，地域の山離れは進み， 

地域林業の衰退は歯止めがかからない危機的状態です。林業 

の再生には「儲かる林業」への転換が丌可欠となっているこ 

とから，県では，低コスト造林手法の確立に向け，引き続き 

取組みを支援してまいります。 

 『里山林を守るＮＰＯ等の活動』を支援し，地域住民が森林所有者等 

（ＮＰＯ法人含む）と協力して実施する森林の保全管理や，森林資源の 

利活用等，森林の持つ様々な機能の維持増進と山村の活性化に資する取 

組に対する補助制度として，平成25年度から『森林･山村多面的機能発 

揮対策事業』が創設されました。具体的な補助内容は以下のとおりです。 

 Ⅰ 活動計画作成等 （15万円の定額補助 ※初年度のみ） 

 Ⅱ 地域環境保全タイプ（里山林保全活動16万円/ha，侵入竹除去・竹林整備活動38万円/ha） 

 Ⅲ 森林資源利用タイプ（16万円/ha） 

 Ⅳ 森林空間利用タイプ（５万円／回 ※上限12回） 

 Ⅴ 資機材・施設整備支援（購入費の１／２以内の補助） 

 事業主体になれるのは，森林所有者や地域住民が作った３名以上の活 

動組織となっており，ＮＰＯ法人であれば単独でも実施可能です。 

 昔から地域で取り組んできた「里山は住民の手で整備する」活動。 

この当たり前に行われてきた事が当たり前にできなくなっている今こそ，地域を大切に思う自

分達の手で，愛する地域を守ってみませんか。詳しくは大河原地方振興事務所にお問い合わせ

いただくほか，林野庁ＨＰのＵＲＬを参照ください。

〔http://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/tamenteki.html〕 

 なお，県では，この事業の他にも，みやぎ環境税を活用し，県民の皆 

様が主体となって参加する森林づくり活動や植樹イベント等への支援と 

して，「みんなの森林づくりプロジェクト支援事業」を実施しています。 

活用を希望される場合には，併せてお問い合わせください。 

森林整備を行うＮＰＯ等を支援する補助制度が充実されました 

平成25年度低コスト造林試験地を設定しました 

【例：県民参加型の森林づくり】 

【例：集落周辺の木材利活用】 

【例：森林・林業教育の実施】 

【設定した角田市の試験地（植栽時間計測中）】 

【植栽したコンテナ苗】 
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     【編集後記】 
 
       「竹とんぼ」No.３２をお届けします。平成25年度も，森林・林業行政の 
      円滑な推進に向け，関係機関や県民の皆様に御理解を得られるよう，積極的 
      な情報の発信に努めていきますので，よろしくお願いいたします。     

 

 
『ヒナが巣から落ちている』 

『ヒナを拾ったけれど，どうすればいいの？』 

『ヒナがかわいそうだから保護してください！！』 

 野鳥のヒナが大きくなって，巣立ち前，巣立ち直後 

の時期になると，このようなお電話をいただくことが 

あります。このような場合，近くに親鳥がいて見守っ 

ていることが多く，人間が保護してしまうことで，親 

鳥とヒナを引き離してしまうことになります。 

 「かわいそう」と思う皆さんの気持ちはよくわかり 

ますが，「自然のしくみ」を守るため，ヒナが落ちて 

いるのを発見した場合は，以下のような対応をするよ 

う，お願いします。 

 ①そのままにしておく 

 ②近くの枝先に乗せてあげる 

 ③茂みの中などにおく 

 ④巣に戻す 

 ヒナはクモや昆虫を食べて育ちます。そのヒナも他 

の動物に食べられることがありま 

す。また，ヒナを食べた動物も， 

別の動物に食べられることもあり 

ます。 

 このような「自然のしくみ」の 

ご理解をお願いします。 

 東日本大震災からの復旧については，県民の皆様の生活を一

日も早く取り戻すため，急ピッチで進められています。 

 このような中，太平洋沿岸地域を中心に，復旧工事に必要な

資材が丌足している現状になっていることから，需要の高まり

に伴い，大河原管内の山林を切り崩し，土砂や岩石を運搬する

事例が多くなってきています。 

 無秩序な開発を防ぐとともに森林の有する機能を保全し，す

ばらしい環境を未来に残していくためにも，山林の開発を計画

されている方においては，森林法に基づいた林地開発許可制度

の厳守をお願いします。 

 １ｈａを超える山林を切り崩し，岩石の採取や土地の造成を

計画されている方は，当所林業振興部森林管理班までご相談く

ださるよう，よろしくお願いいたします。 

野鳥の雛（ヒナ）を拾わないで !! 

日本野鳥の会の「啓発ポスター」 

「メジロ」のヒナの例（ヒナも成長に従って姿が違います） 

山林の開発を計画されている方へ ～林地開発許可制度について～ 

【Ｔｏｐｉｃｓ】 


