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額で評価すると約 455 億７千万円と

なり、市民一人当たり約 53万円の

価値があると算定しており、今後も

積極的に森林整備を推進する必要が

あります。 

▶ この大切な森林を次の世代へつな

いでいくため、市では市内産木材を

使用し住宅等を建築する場合の補助

事業「地域材需要拡大支援事業」を

実施しており、全国に先駆けて「公

共施設木造化・木質化指針」を策定

し、公共施設の建設にも市内産木材

を積極的に利用しています。 

▶ また、ＦＳＣ森林認証を取得し、

東京オリンピック・パラリンピック

開催に向けて整備が進められている

選手村ビレッジプラザへの認証材の

供給を進めており、これを契機に、

更なる市内製材所等のＣＯＣ認証の

取得や、認証材の産地化と製品化を

推進してまいります。 

▶ 先人が一本一本植林した森林の多

くは収穫期を迎えており、また木を

植え大切に育て再び伐期を迎えるこ

とは良好な森林循環だと言えます。 

▶ これからも地域林業の活性化に向

け、様々な施策に積極的に取り組ん

でまいります。 
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「大切な森林を次の世代へ」 

 
－１－ 

持続可能な地域社会の構築を目指して！ 

▶ 本市の森林面積は 22,212haで市
の総面積の４割を占めています。国
有林を除く民有林面積は 19,552ha
となっており、そのうち人工林面積
は 70％と県平均の 54％を上回り、
林業・木材産業の盛んな地域となっ
ています。 

▶ しかし、木材価格はピーク時の３

分の１以下の水準まで落ち込んでい

る状況にあります。併せて、森林の

荒廃が懸念されており、今後も保育

施業、間伐等の森林整備を推進する

ためには林道、作業道等の路網整

備、林業担い手の育成、施業の集約

化、機械化による低コスト林業の推

進が必要となっています。 

▶ 森林は、様々な機能を有しており

水資源のかん養、山地災害の防止、

二酸化炭素等温室効果ガス削減のた

めの森林吸収源としての役割を担っ

ています。 

▶ 市の森林について、この機能を金 
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＜国際森林認証（ＦＳＣ®）をパスポートとしたＳＤＧｓへの取組による持続可能な地域社会の構築＞ 

登米地域では，宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所の指導のもと，市の森林・林業及び木材
加工業の成長産業化に向け，登米市森林管理協議会を設立し，市内の森林を対象とした国際森林認証
制度(ＦＳＣ®)における森林管理認証 「ＦＭ認証」 を取得するとともに，市内外の事業体連携による，認
証木材（ＦＭ認証材）を活用した各種ＦＳＣ®認証製品化と流通体制の整備等，「持続可能な地域社
会の構築」のための取組を行っています。 

登米市森林管理協議会における国際森林認証制度(ＦＳＣ®)に基づく取組は，２０１５年 9月に国
連サミットで採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)：SDGs(エスディー
ジーズ)」に掲げられた１７の目標（下図「持続可能な開発目標（SDGs）の１７の目標）を実現するた
め，協議会が主体となり，市内外の「森林整備」，「木材生産・加工」，「木製製品流通」の事業体が連携
し，国際森林認証(ＦＳＣ®)を共通のパスポートとして，一般市民から選ばれるＦＳＣ製品の提供を行って
いきます。 

＜国際森林認証制度(ＦＳＣ®)に基づく取組と持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係＞ 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が掲げる１７の目標のうち，登米市森林管理協議会における国際
森林認証制度(ＦＳＣ®)に基づいて生産するＦＳＣ® 認証材やＦＳＣ®認証製品を活用することで，目
標①貧困，②飢餓，⑤男女平等，⑥水・衛生，⑦エネルギー，⑧成長・雇用，⑫生産・消費，⑬気候
変動，⑭海洋資源，⑮陸上資源，⑰実現手段等の１１の目標を実現することにつながります。               

 ◆登米市森林管理協議会では，住宅部材から家具等の木製製品やテッシュＢＯＸなどの生活用品まで
の多様なＦＳＣ®認証製品を皆様に供給することで「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成を目
指していきます。 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の１７の目標 

    

 
「進化する登米の森林･林業」 特 集 

登米地域における国際森林認証制度(FSC○R)と SDGsについて 

－２－ 
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＜登米地域における林業成長産業化地域構想の提案内容と地域選定について＞ 

登米地域では，宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所の指導のもと，２０１５年 9月に国連サ
ミットで採択された「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：ＳＤＧｓ」の実現を念
頭に，登米市森林管理協議会が主体となり，市内外の「森林整備」，「木材生産・加工」，「木製製品流
通」の事業体が連携し，国際森林認証(ＦＳＣ®)を共通のパスポートとして，以下の重点項目を中心とした
「森林・林業の成長産業化」に向けた取組内容を提案し，平成 30年 5 月に林野庁から「林業成長産業化
地域」に選定されました。（平成 30年度 12地域，平成 29年度 16 地域 合計 28地域） 

   平成 30年度から平成 34年度までの５カ年間の事業期間で，認証森林面積 10,000ha認証材供給
量 33,000㎥等の目標の実現に向け関係事業体が連携した先進的な取組を実施していくこととしています。 

 【重点プロジェクト】  

① 持続可能な森林資源の育成と認証材（FM原木）の増産及び安定供給 

② 需要に応じた加工精度の高い登米市認証製材品等の加工流通体制の強化 

③ 広葉樹材の高次加工による多様な直触感製品の開発と輸出展開 

④ 合板や紙製品等需要に応じた供給体制の強化としいたけ原木活用の再構築 

⑤ 次世代の林業・木材産業を担う人材の育成 

⑥ 森林教育・木育等による森林認証制度の児童生徒・一般市民への浸透  

 
特 集 「進化する登米の森林･林業」 

登米地域の「林業成長産業化地域」への選定について 

－３－ 
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登米町森林組合が「農林水産業みらい基金」に申請してい

た「山がみえるサプライチェーンマネジメント・プラットホームの構築

～東日本大震災からの創造的再興～」が、助成対象事業とし

て採択されました。 

今回実施する事業は、登米市域における森林認証（FM

認証）取得により、地域木材（丸太）を CoC 認証を有する

登米町森林組合が一括して流通する事を契機として、森林組

合がサプライチェーンの要として行動し、トレーサビリティの公開や

木製品の提供を通して木材の需要拡大を行うことを主題として

います。また、その為の基盤整備として森林 GIS と連動した統

合システムの開発導入により施業実績の蓄積と見える化をはか

り、管理コストの低減、施業計画の短期高精度な樹立、トレー

サビリティ情報提供システムの構築を行います。これにより本地

域材の信頼性の向上、販売優位性、需要動向とリンクした生

産計画に結びつけます。 

一方、東日本大震災による原子力発電所の事故に伴う放

射性物質汚染は、震災から７年以上経過した現在でもその影

響が残っており、原木露地栽培椎茸については未だ地域の原

木を使う事ができない状況です。そこで広葉樹林の萌芽更新促

進による椎茸栽培用原木の供給再開等も視野に入れて、主に

広葉樹材を積極的に活用したリフォーム部材等の開発・販売を

行うとともに、地域工務店や建築事務所との連携を図り、杉等

の針葉樹材を含めた地域材の需要拡大をはかります。 

 

 

登米町森林組合における農林水産業みらいプロジェクトについて 

特 集 「進化する登米の森林･林業」 

【図 1：森林認証材流通の一元化】 

 

【図 2：市内から産出される認証材を効率的に流通させます】 

 

【農林水産業みらい基金について】 

農林中央金庫によって設立された一般社

団法人で、「農林水産業と食と地域のくらしへ

の貢献」に向けて、「創意工夫にあふれた取組

みで、直面する課題にチャレンジしている地域

の農林水産業者へのあと一歩の後押し」を行

うための助成活動を行っている。 

2017年度は，申請件数 79件のうち登

米町森林組合を含む 9件が採択された。 

－４－ 
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登米町森林組合では「人づくり・森づくり・森林

資源の有効活用」を掲げて事業を進めています。今

号では「森づくり」について書かせて頂きます。 

本組合では今日まで、高性能林業機械の積極的な

導入により効率的な作業システムの構築を図ってき

ました。 

 
 

 

 

ハ イ！  こ ち ら 森 林 組 合！ 

旧東和町の人工林のうち 50 年生以上の収穫期を迎

えた森林は 80%を占めており、大切な森林資源を次

世代に引き継ぐためには、収穫から育林へと一貫した

循環型の施業を目指す”これからの森づくり”が不可

欠です。一方、機械化された収穫作業が主流を占めて

いる現在、”これからの森づくり”の実行にあたって

は、組合が保有している高性能林業機械の再編や協力

業者との連携などが益々重要になっています。 

現在組合が保有している高性能林業機械は、チェン

ソーで根元を切り伐倒した木を集めるグラップル(集

材)を３台、それを枝払いや規格別の長さに切るプロ

セッサ(造材)を 2 台、規格別に造材した丸太をトラッ

クが積めるところまで運ぶフォワーダ(小運搬)を３台 

 

従業員全体会議 

これからの森づくりは人づくりから 

保有しています。 

収穫する作業量を拡大するに当たり、いかにこの機

械による作業システムのセットを増設又は再編するか

により事業量の違いが出てきます。震災後、重機オペ

レーターの賃金が高騰したなどの理由により、本組合

ではオペレーターが復興工事関連へ転職したことで、

オペレーター不足が深刻化しました。最近では復興に

係る林業関連工事が一段落したことで、協力業者との

連携が震災前の状態に戻りつつあり、何とか労働力不

足をしのいでいる状況となっています。 

しかしながら、協力業者との連携だけでは人材育成

の根本的な解決策とはならないことから、組合では国

の担い手対策制度を活用し、３年間をかけ資格取得を

含めたオペレーターの確保・育成を図ることとしてい

ます。随時ハローワークを通じての募集をしておりま

すので、やる気のある方の応募をお待ちしています。 

東和町森林組合 

 

 

登米町森林組合  

日本を４つの地域に分けてそれぞれの地域で４年に

一度開催され、東北地区は３回目の開催でした。木材

を主体とした建築作品または木材利用に関わる活動が

審査対象となり、当組合の太陽熱木材乾燥庫 ToSMS

が、高品質でエコロジカルな木材の安定供給拠点とな

る取組である事が評価されました。 

森づくり 

新たな林業施策としてスタートした森林経営計画

においては、登米町森林組合の組合員所有面積

2,250ha の 79%にあたる 1,778ha を組み入れて

面的なまとまりのある森林とした上で、路網整備や

機械化をより一層進めて効率的な施業を行う事によ

り、持続的な森林経営を行う事としています。 

さらに、事業を効率的に行う為に「森林施業プラ

ンナー」を 1名配置しました。 

森林施業プランナーとは、施業内容や事業収支を

示した提案書（見積書）を作成して森林所有者にご

提案するとともに、実際の作業にあたっては現場技

術者への作業指示や実行管理を行う能力を有する者

です。 

このように集約化をはかりながら、森林施業プラ

ンナーの管理のもとで高性能林業機械等を活用した

効率的な施業を行っています。 

森林所有者の協同組合である森林組合は，森林
も り

づくりの主要な担い手として，地域の森林が適切に整備・管理されるよう努めていま

す。特に，収穫時期を迎えた木材資源を有効に活用しつつ山林の価値を高める「利用間伐」や｢耐久性のある作業道開設」等を推進

しており，これらを効率的な作業システムにより低コストで行う「集約化施業」を，県や市と連携して全力で展開しているところです。 

このコーナーでは，登米市内の森林・林業地域において，森林整備のみならず様々な活動を行っている 3 つの森林組合の情報やお

知らせをお届けします。森林・林業・みどりに関するお問い合わせは，是非森林組合へ！  

伐倒作業 集材作業 

 
－５－ 

造材作業 小運搬作業 
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 山づくり・森づくり 

－６－ 

山づくり・森づくりに欠かせない作業 （上：植林，下：下刈り） 

津山町森林組合 

森林を伐採した後、新たに苗木を植えることを「植

林」といいますが、当組合では､毎年約１５ha の植林

を実施しています。植林は山林の荒廃を防ぐ上で重要

な役割を担っています。 

植林された山林では、苗木を雑草から守り成長を促

すため、雑草を刈り払う「下刈り」作業を毎年１回又

は２回、６年から８年ぐらい実施します。その後苗木

が大きく成長してからも、素性が悪い木を伐採（間

伐）したり、植林された木の成長を妨げる広葉樹など

の伐採（除伐）を繰り返しながら、約６０年から７０

年経過した後には、立木は木材等として利用するため

に伐採され、再び森林に戻すために植林が行われま

す。 

津山町横山地区の横山不動尊の奥の院に向かう山道を登り、分岐路を歩くこと 700 、その杉は林の中に

姿を見せてくれます。古くから千年杉と呼ばれており、推定樹齢は千年を優に超えています。 

  現在、樹高は推定 25ｍ以上、胸高直径は２ｍを超え、市販の輪尺では計測が難しく、木の根元に立つとあ

まりの太さに圧倒されます。 

                             

◆登米市津山町横山の千年杉（津山町） 

木々の中にいると鳥の鳴き声や風のざわめきを感じて、それだけで 

も心が癒されたりするものですが、さらに千年杉があるこの森では、 

生命の息吹を強く感じることができます。杉の寿命は、500 年とも何 

千年とも言われますが、近くに水源もあり適度な湿度がある良好な土 

壌であり、ブランド津山杉の産地だからこそ、このような巨木が残っ 

ているのだと思います。 

登米市指定文化財に横山不動尊の杉並木は指定されているものの、 

ほど近いこの千年杉は指定に含まれていないとのことですが、登米 

市内の天然記念物を巡る機会があれば、一足伸ばしてみてはいかが 

でしょうか。 

ふるさとの自然案内 

登米市の巨樹・古木巡礼 

（第４回） 

日本人は，古（いにしえ）から並はずれて遠大なものや年月を重ねたも
の，稀少なものなどに対し，そこに何らかの存在を感じ，畏れや敬い，そし
て安らぎの心を寄せて生きてきたと言われています。地域の人々によって大
切に祀られてきた巨樹や古木もその一つでしょう。ここでは，登米地方の巨
樹・古木を訪ね，そのいわれや魅力をシリーズで紹介していきます。 

このように長い時間をかけて行われる「山づくり・

森づくり」の地道な作業を、当組合では日々行ってい

ます。 
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今回お話を伺ったのは，高性能林業

機械のオペレーターを務める田村さ

ん。実際に機械を操作する様子を見せ

て頂きながら，お話を聞かせてくださ

いました。 

 

「林業は未知の世界で面白そう
だと思いました。」 
以前はトラックの運転手をしていた

という田村さん。知人の紹介がきっか

けで森林組合の仕事を知りました。林

業の経験や知識は全く無かったそうで

すが，知らない世界だからこそ面白そ

うだと思い，林業の世界に飛び込む決

心をしたとのこと。 

入社したばかりの頃は下草の刈払い

や土場での作業など様々な作業を経験

し，仕事に慣れてきた現在では林業機

械をメインに扱っているそうです。 

取材当日はグラップルを操作して，

伐倒した木を集める作業をしていまし

た。慣れた動作で作業されていました

が，本人はまだまだ上達途上とのこ

と。先輩方のグラップルで材を掴んで

運ぶといった操作では，動作に無駄が

なく，スムーズだといいます。 

 

「教えてもらうだけでは上達しな
い，先輩の操作を見て，自分で
実際にやってみることが上達の
秘訣」 

上達するには見ているだけでも，教

えてもらうだけでも上達には不十分だ

とお話ししてくださいました。どうし

てこういう動作をするのか，理屈を先

輩からの指導や動作を見て学んで，

自分の技術に落とし込んでいくこと

が林業機械の腕を上げてきた田村さ

んの秘訣だそうです。 

そんな田村さんの働く作業場の雰

囲気を尋ねると… 

 

「作業員同士は和気あいあい
としていますが，作業ではみん
な黙々と集中して働きます。休
憩と作業ではメリハリをしっかり
つけています。」 
とのこと。木の伐倒や機械の操作で

は常に危険が伴います。作業では気

を抜かないよう，作業員の方々と常

に安全に配慮して作業にあたってい

ます。 

取材の日は県内各地で史上最高

気温を観測した猛暑の日。森の中

にいても汗が噴き出してくるよう

な暑さでした。夏場の作業は熱中

症の危険も高まります。暑さにも

気をつけて，これからも林業機械

の操作を上達していって頂きたい

と思います。お忙しいところ快く

取材に応じて頂き，ありがとうご

ざいました。 

（インタビュアー） 
県登米地域事務所 技師 白石 拓也 

 

 

 

 

 

 

 

林業の現場から（第 9回） 

東和町森林組合 作業班   

 田村
た む ら

 亮
りょう

さん 

林業や森林組合への就業については，

最寄りの森林組合，または みやぎ林業

活性化基金（宮城県森林組合連合会内） 

電話 022-217-4307 までお問い合わせ

ください。 

シリーズ・インタビュー     ヤ マ で 働 く ！ 
現在，植林や間伐など森林の造成や整備のため働く人々は県内でわずか 1,400 人ほどです。しかし，こうした方々の活躍が，本

県の全国有数の木材生産や多様な森林機能の発揮を支えているのです。このコーナーでは，そのような「普段はあまりお目にかか

れないけれど，実は私たちの豊かで安全・安心な生活を支えている」ヤマのプロフェッショナル達をシリーズで紹介しています。 

田村さん(中)，東和森組の遠藤さん(右)，私で記念撮影 

 

グラップルを操作して頂きました。 田村さん，現在 38歳。素敵な横顔。 

スムーズに材を運びます。 

 
－７－ 
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登米の森林
も り

から 第１０号  201８年１2 月 

宮城県東部地方振興事務所 登米地域事務所 林業振興部 
〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼 150-5 
 

このパンフレットの印刷に伴い排出された温室効

果ガスは，登米市及び米川生産森林組合等が

森林整備により創出した J-VER クレジットにより

カーボン・オフセットされています。 

  編集後記 

森林の整備・保全，林業として生産性向上を図るためには，林

道などの路網整備と高性能林業機械等を組み合わせた効率的な作

業システムを構築することがとても大切なことです。 

路網の種類としては，幹線となる「林道」，それを中心に１０

ｔ積程度のトラックや林業用車両の走行を想定した「林業専用

道」，主に林業機械の走行を想定した「森林作業道」がありま

す。これらを効率的に配置することにより，木材の搬出コスト等

の低減を図ります。 

平成３１年度からは，「林業成長産業化地域」内での「林業専

用道」の整備を重点的に行い，素材生産基盤の強化を図っていき

ます。 

コラム：目で見る登米の森林・林業 

「本当にスゴイ!? 登米の森林・林業」 
  

「ツキノワグマ」の出没について 

□ 今号では３ページにわたり
「進化する登米の森林･林業」と
題して，国際森林認証とＳＤＧ
ｓについて，林業成長産業化に
ついて，農林水産業みらいプロ
ジェクトについての特集記事を
掲載しましたが，いかがでした
でしょうか？  

□ 「国際森林認証制度はあくま
でパスポート，それをどのよう
にして地域活性化に繋げていく
か」の課題を本誌の編集メンバ
ーである市・森林組合・県が共
通認識として持ち，そのための
次の手として連携して行ってき
た取組です。 

□ この４月には「みやぎ森と緑
の県民条例」が施行され，併せ
て基本計画が策定されました。
この条例の趣旨及び基本計画の
施策を踏まえながら，登米の森
林･林業がより良い方向に進むよ
う，関係者一同頑張っていきた
いと思います。 

今年の４月以降，登米市迫町新田地区を中心に「ツキノワグマ」の目撃情

報が寄せられています。県内でも 11 月末までに約 1,008 件（速報値）の

目撃情報が寄せられており，過去５ヵ年における平均目撃数 870 件（４～

11 月まで）を大きく上回っています。 

登米管内では，今年度は今のところ人的被害はありませんが，県内では１

件の人身被害が発生しています。 

近年，地球規模の温暖化によるものか冬眠する時期が遅くなったり，中に

は冬眠しないツキノワグマがいるとの情報もありますので，山へお出かけの

際は注意が必要です。 

森林に入るときは，少しの時間であってもクマ鈴やラジオなど音の鳴る

ものを身につけて，自分の存在をアピールしましょう。なお，目撃情報の

多い地域では，森林内でなくても出会う可能性があるため，散歩や農作業

をする時も音の鳴るものを身につける等，出会わない対策をして下さい。 

ツキノワグマは，主に『パニック状態の時』と『食事を取られそうな

時』に人を襲ってしまうことはありますが，決して好戦的では無く本能的

に人を襲うことはありませんので，過度な不安から過剰な敵対心に陥らな

いようお願いします。 

  
 

 
写真 上：林道 下：林業専用道 

https://ck.storematch.jp/rd?v=4.0&c=a&B=5e8b0a111aaecf0fa14d7f51ca786aa3&date=9iigqv&im_id=1&VP=1&cat=cU5&rqcat=1&kw=&url_type=0&sig=DI1njpPqgF20gDEHhp9bLCZoPmKNnWVxeg5sjM7wKlw=&code=kaiteki-club_4582309521005&uid=aqZ&ope_property=&ope=1&rid=J7JiW6s8DgC3T_sSrBBAu-nGUAA&qid=115&ssl=1&pos=1&bfp=6819afab8c633e2e6d5be93b90020ddbc9e32557

