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 これから，一戸建ての木造住宅を新築される方は，県や国の支援制度を組み合わせて活用す
ることで，最大で１００万円以上の補助が受けられる場合があるのをご存じでしょうか。 
 木造住宅を建てる方にとって，大きな朗報となる補助事業を２つほど紹介いたします。 
 １つは県の補助事業である「県産材利用エコ住宅普及促進事業」で，県産材を使用した新築
住宅の施主に対して，最大５０万円／棟までの支援（半壊以上の罹災証明がある方については
一律５０万円／棟）を行うもので，関係者から大変好評を得ている事業であることから，平成
２６年度も引き続き支援を行っていきます。 
 また，もう一つは国の補助事業である「木材利用ポイント事業」で，一戸建て木造住宅を建
てる方への支援として平成２５年度に創設され，対象となる木材を一定量以上使用した新築・
増築木造住宅や内装・外装の木質化，木質ペレット又は薪ストーブの購入者に対して一定のポ
イントを付与し地域の農林水産品等と交換することができる制度として，多くの施主の方から
好評を博す中，平成２６年度も事業を延長することが決定されました。（平成２６年９月末ま
での工事着手又は購入が条件です。）さらに，平成２５年度ではスギ，ヒノキ，カラマツ等が
対象木材でしたが，平成２６年度は米国産ベイマツも対象木材として認められる方向であり，
支援の対象となる住宅の拡大が期待されています。 
 木材利用ポイントと交換できる商品は，地域の農林水産品等のほか，一般型商品券・プリペ
イドカード・お米券やお肉券など農林水産関連商品券・地域商品券・中小企業型商品券などで
すが，ご希望で森林づくり活動等への寄附や被災地に対す 
る寄附に充てることもできます。また，付与されるポイン 
ト数量（１Ｐ：１円相当）は，①新築木造住宅新築：３０ 
万Ｐ（半壊以上の罹災証明がある場合は５０万Ｐ），②内 
装・外装木質化：最大３０万Ｐ，③薪・ペレットストーブ 
購入：１０万Ｐ等となっていますが，それぞれ併用が可能 
であり，また，県の「県産材利用エコ住宅普及促進事業」 
とも組み合わせることができます。 
 このため，補助事業をうまく組み合わせて使っていただ 
くことで，木造住宅を建てようと考えている方にとって大 
きなメリットとなります。消費税が４月から８％に上がる 
こともあり，施主の方の負担軽減のためにも，ぜひ検討さ 
れてみてはいかがでしょうか。大河原地方振興事務所ではご相談をお待ちしています。  

【補助対象となる木造住宅のイメージ】 
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 放置されて荒廃した里山林の整備を進めるため，ＮＰＯや地域住民組織等による活動を支援す

る「森林の多面的機能発揮対策交付金事業」が平成２５年度からスタートしています。 

 管内では，常日頃から里山林整備に汗を流されている「あぶくま竹クラブ(丸森町)」,「ＮＰＯ

法人水守の郷七ヶ宿(七ヶ宿町)」,「ＮＰＯ法人川崎町の資源を生かす会(川崎町)」,「みんなのリ

ンギョウ(丸森町)」の４団体がこの事業を活用して，下刈りや除伐などを実施しました。 

 この事業は，３人以上の構成員で活動組織をつくり，所有者から同意されれば，針葉樹林，広

葉樹林は勿論，竹林の整備でも補助を受けることができます。補助のメニューや単価などは下の

表をご参考ください。 

 各団体からは，「事業の要件等が理解 

しやすく，一般県民も申請しやすい」， 

「地域で懸念されていた荒廃竹林が解消 

できる」など好評であり，平成２６年度 

は組織や活動区域を拡大して挑戦してみ 

たい等前向きな意見をいただいています。 

 この事業を通じた活動により，人家に 

近い里山林の整備が進むだけでなく，た 

けのこやしいたけ等の特用林産物生産を 

行う場の整備もでき，また，地域林業に 

関心を持つ方々が増えることによって， 

地域の活性化や新たな担い手の育成など 

も期待できます。 

 今，里山には，自らの手で整備したいという”やる気”と”行動力”のある人が必要とされて

います。興味のある方は，大河原地方振興事務所までご相談ください。 

ＮＰＯや各種団体で実施する里山整備に対する補助制度が本格化 

管内の消防署出張所が全て木造化されました 

 管内では，森林整備加速化・林業再生事業などを活用し，仙南地域広域行政事務組合が「角
田消防署丸森出張所」の建設を進めています。この施設は延べ床面積約３００平方メートルの
木造二階建てで，管内で生産された６５立米の木材を主体に建築された建物です。 
 広域行政事務組合では，平成２３年度に建設した大河原消防署村田出張所を皮切りに，平成
２４年度では白石消防署蔵王出張所及び大河原消防署川崎出張所，そして今回の丸森出張所と，
管内の消防署出張所全ての建て替えに継続して取り組んでおり，今年度で，管内消防署出張所
の全てが木造化されることになります。 
 これまで消防関係施設については，性質上から木造化が進んできませんでしたが，継続した
取り組みにより，工夫次第で十分木造施設として建築することが可能であるとわかったことか
ら，今まで木造化が進んでこなかった様々な施設への波及が期待できます。 
 管内でも，地域材を使った地元密着型の施設建築が本格化してきたと感じており，施設見学
者や職員からも温かみが感じられる，使用していて快適との感想を得ているほか，今後は，住
民が参加する地域交流拠点としての活用も計画されていることから，木造公共施設のＰＲに大
いに貢献するものと考えています。 
 温もりを持った木造施設は，地元の方々が親しみを持てる利用拠点となるほか，地元の木を
使った地産地消型施設としても意義のある建築物です。地域の森林・林業の振興につながるよ
う，大河原地方振興事務所では，さらに木造公共施設の建築が進むよう取り組んでまいります。 

【木材をふんだんに使った村田出張所内部】 【木の香る執務スペース（蔵王出張所）】 【建設が進む丸森出張所の外観】 



 東日本大震災から３年が経過しましたが，津波により被災した沿岸市町の復興はまだこれか
らであり，依然として，県内では約９万５千人の方が仮設住宅で不便な生活を続けている状況
です。県や被災市町では，少しでも早く被災者の方々が震災前の生活を取り戻すよう，災害公
営住宅の建設を進めていますが，そのために必要な木材量は年間１０,５００ｍ3とされ，安定
的な木材の供給が全県的な課題になっています。 
 このことから，大河原地方振興事務所では，管内における地域材の供給力拡大による災害公
営住宅等の円滑な建築促進を目指し，川上である素材生産事業体と，川中である製材所とのマ
ッチングを試みました。 
 支援母体は構成員として管内市町村のほか，川上側の管内森林組合や民間林業事業体，川中
側の製材所，製材品の需用者である川下側の建設業協会，建築士会，建設職組合等など幅広い
メンバーを持つ「宮城南部流域森林・林業活性化センター仙南支部委員会」（以下「活性化セ
ンター」という。）とし，さらに川中側に近隣管内の製材所を招き，２回の委員会において，
管内の木材生産・流通面での現状と課題，木材の安定供給に向けた体制整備などを県から提案
しました。 
 メンバーには林業・木材産業各分野の方々が顔を揃えて 
いることから，地域材の効率的な生産と供給体制に関する 
活発な意見交換がなされました。その中で要望が多かった 
川上側・川中側双方の需給計画について，県が中心となっ 
て素材生産業者，森林組合，製材所に対して次年度の需給 
計画の聞取りや取りまとめを行い，需給計画表を作成し提 
示することができました。 
 需給計画を関係者に示したことにより，地域材の生産に 
裏付けができ，川上側の素材生産に対する意識が大いに高 
揚したほか，需要側である川中側からも積極的な素材受入について力強い発言があるなど，供
給体制整備の構築に向けて関係者が共通認識を持つことができました。 
                 委員会開催後には，個別に何件かの商談が始まったほか                
県に個別マッチングの場の設定に ついて要請された事案について，協議を支援することによ 
                り，実際の取引成立までこぎ着けることができました。 
                 今回の取り組みによって，それまで点として個々に話を  
                していた川上側と川中側の各々の事業体が線でつながり，                 
                また，現状では取引は少量ではあるものの，地元材の生産 
                と流通ルートの拡大に向けてスタートを切ることができた 
                ことから，今後は取引事例がさらに増えていくよう，各事 
                業体から情報を集めて働 
                きかけを継続していくこ 
                ととしています。 
 大河原地方振興事務所では，次年度も復興に必要な木材を 
より多く管内から生産・流通できるよう，「地元で伐った木 
材を地元で使っていく仕組みづくり」を目指し，取引実績の 
積み上げに加え，事業体間のネットワーク構築などにより継 
続的な需給の確保が進むよう取り組んでいきます。 
 今後とも，関係者の皆さまの御理解と御協力をお願いいた 
します。 
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震災復興に必要な建築用木材の安定供給を目指してマッチングを推進 

【活動中（竹林間伐）の状況】 【活動後の整備された竹林】 【活動前の荒廃した竹林】 

【団体の活動例（あぶくま竹クラブ）】 

【県からマッチングについて提案】 

【活発な意見が交換された委員会の状況】 

【個別マッチングにおける現地協議】 



低花粉スギ 

川崎町大字支倉字碁石地区では，平成１８年の豪雨で山腹崩壊が発生しました。 
崩壊地の直下にあったスギ林が防壁となって，人家及び町道への被 
害はありませんでしたが，下部の緩傾斜地に崩壊土石が堆積したこ 
とから，二次災害や崩落拡大を防ぐため，平成１９年度から治山事 
業で復旧工事に着手していましたが，この度，平成２５年１１月に 
工事が完成しました。（写真参照） 
 山腹上部斜面は勾配が急で森林への復旧は難しいため，法枠工で 
斜面を安定させることとし，崩壊土砂が堆積した山腹下部の緩やか 
な斜面には丸太柵工・筋工を施工した上，元々成長の良いスギ林で 
あったことから，スギ苗を植栽して森林に復旧しました。 
今回の施工場所は人家等に近いため，環境に配慮した低花粉スギ（花粉量が普通のスギより少

ない）苗を使用しており，大河原地方振興事務所では，植栽した苗が立派に成長するよう，下刈
りなどの保育作業を継続して実施することにしています。 
 なお，県では，山地災害への注意を喚起するため，台風などの豪雨により山腹崩壊や土石流の
恐れがある森林の斜面や渓流等を「山地災害危険地区」として指定しており，ＨＰでも公開して
いますので，ご覧になってください。 
（宮城県森林整備課：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sinrin/kikentiku.html） 
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タケノコの出荷制限解除に向けて協議を進めています 

豪雨で被害を受けた碁石地区の治山工事が完成しました 

【復旧工事完成状況（法枠工）】 【法面下部の低花粉スギ植栽状況】 【低花粉スギ植栽地（近景）】 

【被災直後の状況】 

 福島第一原子力発電所の事故の影響によって出荷制限が続くタケノコの早期制限解除と一日
も早い生産再開を目指して，県では，様々なデータ収集結果と合わせて安全なタケノコ生産の
ための体制案を作成し，丸森町のタケノコの出荷制限解除を国に協議しています。 

 現在，厚生労働省の見解待ちの状況ですが，今後，見解が出され次第，状況報告と合わせ，
検査の方法や手順，協議会などの設置による安全なタケノコの出荷体制づくり等について生産
者等を集めて説明を行っていくことにしています。 

 また，春のタケノコ生産期を迎えることから，速やかに生 

産を再開するための体制作りが始められるよう，解除後にお 

けるタケノコ出荷管理組織の中心的存在となる，生産地区の 

代表者の方々と協議会の設置や役割分担などについて事前に 

要望等をいただくとともに，解除後の安全なタケノコの提供 

に向けて共通認識を持つため，意見を交換しました。 

 意見交換を通じて，今後の作業スケジュールや生産管理体 

制などについて，御理解をいただけたものと考えており，検 

査体制などを構築していく上で，要望や意見の反映を検討し 

てまいります。 

                   タケノコ生産者は，長引く出荷制限により経営体力 

                  と生産意欲が低下しつつあり，地域の特産品であるタ 

                  ケノコの一日も早い生産再開が渇望されています。 

                   大河原地方振興事務所では，今後も国に対して様々 

                  な方向から働きかけを続け，今年春のタケノコ発生時 

                  期に対応できる解除の実現に向けて取り組んでいきま 

                  す。また，場合によっては町の一部が解除されない場 

                  合も予想されることから，並行して進めている竹林の 

                  除染実証事業の成果などを取りまとめ，効果的な竹林

内の放射線濃度の低減手法などについても検討を進め，生産者への普及に取り組んでいきます。 

【地区代表者との意見交換の状況】 

【タケノコの生産再開を待ちわびる竹林】 
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 県内で初めて松くい虫被害が確認されてから約４０年。県では，枯れた松を適期にくん蒸処

理（伐倒・集積した丸太に薬剤を散布しビニールで密封した後一定期間置く）し被害の減少に

努めてきました。この結果，平成８年をピークに被害量は減少傾向になっていましたが，東日

本大震災に伴う一時的な松くい虫対策事業の縮小（延期）により，再び被害が増加しており，

早期防除の実施が必要となっています。 

 松くい虫被害を媒介するマツノマダラカミキリは，毎年６月 

頃に羽化して飛び立ち，他の木に被害を広げることから，飛び 

立つ前の駆除が求められます。また，防除によって一旦鎮静化 

に向かっても，適切な防除を怠ると被害が急速に再激化する傾 

向があり，放置すればおおよそ５年で県内の松林は消失すると 

もいわれています。 

  

森林病虫害を減らすには ～適切な時期での防除が重要～ 

 また，ナラ枯れ被害（高齢のコナラやミズナラにカシノナガ 

キクイムシが穿孔し木を枯らす病害）は，昭和の初めには九州 

地方などで被害が確認されていましたが，昭和5０年代から日本海側を中心に被害が拡大しな

がら北上し，宮城県でも平成２１年に七ヶ宿町で被害発生を確認しました。 

               その後，横ばい状態が続いていたものの，平成２５年度に丸 

              森町において，爆発的な被害の発生（ １,７９４ｍ3，昨年度比 

              ３２倍）があったことから，みやぎ環境税事業である温暖化防 

              止森林づくり推進事業や国庫補助事業等を活用し，緊急的に徹 

              底防除を進めているところです。 

               ナラ枯れ被害も松くい虫被害同様のメカニズムを持っている 

              ことから，６月頃にカシノナガキクイムシが飛び立つ前に駆除 

              処理をしなければ，被害が急速に拡大するおそれがあり，また，              

被害の拡散力は松くい虫被害以上とされています。 

狩猟の魅力を伝えます ～新人ハンター養成講座を平成２６年度も開講～ 

 狩猟には，自然を肌で体感しながら仲間と連携して野生鳥獣という季節の恵みを得て楽しむ
という魅力があります。また，一方で，限られた資源を持続的に利用するため，様々な知識や
技術を覚え経験を重ねながら，決められた期間（猟期：１１月１５日～２月１５日）の間だけ
行為が許される奥深い趣味という一面もあります。 
 しかし，県内の狩猟者の数は高齢化などで減少が進んでおり，若い人の新たな参入もほとん
どないことから，近い将来，野生鳥獣の利用減少により個体数のバランスが崩れ，農作物等へ
の被害が増加するのではないかと危惧されています。 
 そこで，県では狩猟経験の浅い方や狩猟に関心のある方を新たに掘り起こし，狩猟者の数を
確保するため，平成２５年度から「新人ハンター養成講座」を開催しているところです。 
 平成２５年度は，２４名の参加（応募者５７名）により，平成２５年１０月から平成２６年
３月までの間で９回・計９日間実施されました。 
 今後も狩猟者数の維持・増加 
を図る必要があることから，平 
成２６年度においても，引き続 
き「新人ハンター養成講座」を 
開催する予定です。新たな狩猟 
者を増やしていくため，狩猟に 
興味のある方は，ぜひ参加して 
みてはいかがでしょうか。  

題       目 内     容 

 
狩猟セミ 
 
ナー 

狩猟の基礎と鳥獣保護 鳥獣保護法･狩猟道具･装備の概要，狩猟の役割 他 

狩猟の楽しみ 鳥類の狩猟見学，現役狩猟者との意見交換 

狩猟文化の継承 外部講師による講演，ジビエ料理実習 

 
野生鳥獣 
 
管理 

イノシシ編 わな猟の法的規制･技術，生態，解体料理実習 他 

ニホンジカ編 銃猟の法的規制･技術，生態，解体料理実習 他 

クマ・サル編 生態，被害と課題，ニホンザル追い上げ体験 

【参考：平成２５年度新人ハンター養成講座の概要】  

 松くい虫被害，ナラ枯れ被害のいずれにおいても，適切な時期（６月頃の羽化期前）におけ

る防除が最も重要なポイントとなることから，適期防除に向けて各市町や地域住民の方々の御

協力をお願いします。また，被害情報や対策の実施状況などについては，最寄の市役所や町役

場，大河原地方振興事務所までご相談ください。 

【ナラ枯れ被害木の根本にたまった木くず】 

【松くい虫被害木のくん蒸処理の例】 



６ 

 

 

【Ｔｏｐｉｃｓ】 

     【編集後記】 
        「竹とんぼ」No.３４を発行しました。今年度３回目，最後の発行になります。森林･林業 
       施策の参考資料として御活用ください。この１年間，皆様の多大なる県行政への御理解と御 
       協力を賜りましたことに感謝申し上げます。また，林業・木材産業に携わる方々が平成２６ 
       年度も変わらず，林業・木材産業の発展にご活躍されることを御祈念いたします。     

川崎町森林組合で新しく高性能林業機械を導入 ～木材生産拡大の取り組み～ 

ガンカモ類生息調査等による渡り鳥の飛来状況 ～ハクチョウは過去最大～ 

 川崎町内を中心に森林整備と木材生産を手がけている川崎町森林組合では，間伐作業の効率化
を図るため，高性能林業機械を購入しました。建設用重機（バックホウ）のバケット部分に林業
用に開発された高性能林業機械（プロセッサー）を取り付けたもので，プロセッサーは，間伐さ
れた木の枝払い，玉切り（利用目的に合った長さに木材をカットする作業のこと），切った丸太
の集積などを一気かつ効率的に行うことができる，最も注目されている林業機械です。 
               このような高性能林業機械の導入により，今まで人が一本一本 
              時間を掛けて行っていた丸太生産の工程が飛躍的に向上すること 
              から，森林整備や木材生産量が大きく増大するものと期待されて 
              います。また，機械化の推進は作業性の向上だけでなく，今まで 
              危険を伴って人が行っていた作業から，安全で確実な作業を実現 
              し，林業作業者の労働環境の改善も図ることができます。 
               今回，高性能林業機械を導入した川崎町森林組合の最上組合長 
              は，「森林経営計画に基づく森林整備に向け，プロセッサー付き 
              バックホーを購入した。機械の性能を十分に活用するため効率的
に稼働させ，木材生産コストの削減を図り，森林所有者の期待に応える体制 
を構築して，木材生産と間伐を積極的に推進していきたい。」と力強く話し 
てくださいました。 
 木材生産の機械化により，震災からの復興や地域振興に必要な木材を供給 
する「カッコイイ」仕事として，林業のイメージアップにもつながるほか， 
担い手の確保につながることも期待されており，大河原地方振興事務所では 
引き続き，管内の素材生産事業体における高性能林業機械の導入が進むよう 
働きかけていきます。 

 県では，渡り鳥の保護に役立てるために，ガンカモ類やハクチョウ 
類の飛来状況について，昭和４４年度から毎年調査を行っています。 
 調査においては，県の職員と自然保護員等が１１月・１月・３月に 
渡り鳥の飛来地５０６箇所（大河原地方振興事務所管内８１箇所）で 
ガンカモ類やハクチョウ類の種類や数などを記録しています。 
 平成２６年１月の調査結果では，宮城県に飛来したガンカモ類とハ 
クチョウ類の合計は２３５，６９３羽となり，前年より１９,８１０羽 
増え，過去３番目に多い飛来数となりました。特に，ハクチョウ類で 
は，過去最大の飛来数を記録しました。 
 管内にはガン類は飛来しませんが，カモ類とハクチョウ類を合わせて５,９０８羽の飛来数と
なり，昨年より９４７羽増加しました。 
 例年にない多くの渡り鳥が飛来した理由として，強い寒波の影響で宮城県より北で越冬して
いた渡り鳥が南下し我が県にやって来たと考えられていますが，仙南地域を始め，宮城県には
渡り鳥が越冬できる豊かな自然が残されている証とも言えます。 
 大河原地方振興事務所では，このような豊かな県南の自然環境を守るため，ガンカモ類生息
調査の他にも様々な取り組みを行ってまいります。 
【平成２６年１月の調査結果（県全体）】               

種    類 羽  数 備  考 

ガ  ン  類 １５３,３８９ 過去２番目の飛来数 

ハクチョウ類 ２１,０３９ 過去最大の飛来数 

カ  モ  類 ６１,２６５ 過去５番目の飛来数 

 計 ２３５,６９３ 過去３番目の飛来数 

種    類 羽  数 主 な 飛 来 地 

ハクチョウ類 １,４１１ 白石川 
 
阿武隈川 カ  モ  類 ４,４９７ 

 計 ５,９０８ 前年比９４７羽増加 

【平成２６年１月の調査結果（大河原地方振興事務所管内）】 

【羽を休めるハクチョウ】 

【力強く語る最上組合長】 

【購入したプロセッサを使った作業】 


