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▶ まず本年度登米市では，森林

所有者に適切な森林の経営管理

を促すとともに，責務を明確化

するため，森林所有者への意向

調査を実施すると聞いておりま

す。この意向調査に基づき，森

林所有者が市に経営委託を希望

する林業経営に適した森林につ

いては，市が経営管理権集積計

画を作成し，「意欲と能力のあ

る林業経営者」に経営を再委託

するとあります。 

▶ また，自然条件に照らして林

業経営に適さない森林について

は，市が間伐等を実施すること

となり，「意欲と能力のある林

業経営者」に委託して施行する

ことが想定されます。 

▶ 当組合としてはこれらの施策

の実施主体となる「意欲と能力

のある林業経営者」として県か

ら認定を受け，登米市と共に山

林を管理・委託を受けながら，

これからも次世代に引き継ぐ持

続可能な森林経営を目指すと同

時に経営を引き継ぐ人材の育成

を行いながら，組合員の皆様の

負託に応えられるよう取り組ん

でまいります。 
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植樹を頑張ってくれた子供たち（市民参加の新たな森林づくり植樹祭）  CONTENTS 

も  り 

 

東和町森林組合 

代表理事組合長 

及川 清 

▶ この度，本組合役員改選に伴い，
新たに代表理事組合長に就任いたし
ました及川清と申します。宜しくお
願いします。 

▶ さて，元号が平成から令和に変わ
り，林業に夢と希望が持てる時代が
来るのではないかと期待し，いよい
よ夢を形にと思っております。 

▶ 先人たちが額に汗して造成した東

和町の森林資源構成を見ますと，人

工林で 50年生以上の面積が約８割

を占め，これからが順次収穫期を迎

えられる状況となっております。 

▶ また一方では，町内の大多数の組
合員は小規模零細で分散している山
林を抱え，後継者問題等で林業経営
の意欲が益々低下していることも現
状としてあります。 

▶ このような厳しい状況の中，本年
４月１日より森林経営管理法が施行
され，新たな森林管理システムがス
タートし森林環境譲与税として登米
市にも配分されるとの明るいニュー
スが新聞等で報じられております。 

「夢を叶える森・人を育てる林」 

＜共同執筆・編集＞ 

宮城県登米地域事務所林業振興部 

登米市産業経済部産業振興課 

登米町森林組合 

東和町森林組合 

津山町森林組合 

登米市産業フェスティバルでの模擬上棟式 

 
－１－ 
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【フローリングの製品化】 

県外のフローリングメーカー２社と協働し，FSC認

証広葉樹材を用いたフローリングの商品開発を行って

きました。その結果，内１社のフローリングメーカーか

ら，平成 31年 3月に新商品として広葉樹フローリン

グの製造・販売が開始されました。 

この製品については，登米市中田総合支所におい

て，コナラ材やクリ材のほか，スギ材・アカマツ材を組

み合わせてフローリングのモデル施工を行っており，樹

種による木目や色合いとともに，製品の質感を体感で

きるスペースとして活用されています。 

 
【新たな家具の製品開発】 

県内の老舗家具販売店や家具デザイナーと協働

し，広葉樹各樹種の色や木目など木材の特徴を活

用するとともに，伝統的な仙台箪笥の構造を参考に

しながら，家具作りの高い技術を随所に盛り込んだ新

たな商品（チェスト）の開発を進めています。今後，

展示会等でお披露目を予定しており，FSC認証広

葉樹の家具として販売される見込みです。 

 

引き続き，これら事業を進めていくことで一般の消

費者が FSC認証広葉樹商品の購入によって，気軽

に SDGｓの達成に向けた取組みに参加できるよう，

FSC認証広葉樹材を用いた商品の販売を進めてい

きます。 
   

＜登米地域における林業成長産業化地域創出モデル事業を活用した広葉樹材利用促進＞ 

登米地域では，平成 30年 5月に林業成長産業化地域として宮城県内で唯一国から選定され，この地

域構想の実現に向けて，「林業成長産業化地域創出モデル事業」を活用した，広葉樹材の利用促進を含む

6 つの重点プロジェクトに取り組んでいます（詳細は，ニュース・レター「登米の森林から」第 10号参照）。 

本モデル事業の特徴は，国連で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の実現に貢献する，ＦＳ

Ｃ森林認証を取得した認証木材（FSC-FM材）の流通促進と選択的消費によって，森林・林業関係者から

一般消費者までが直接・間接にＳＤＧｓに関与できる取り組みとなっていることです。そこで今回，新たな試み

として FSC-FM材の特に広葉樹材を用いた製品開発を行っていますので，その取り組みをご紹介します。 

 特 集 「林業の成長産業化に向けた取組」 

「林業成長産業化地域創出モデル事業」による 

FSC-FM材の流通促進に向けた取組 

登米市中田総合支所１階に展示中のフローリングモデル 

伝統的な「仙台箪笥」の構造を参考に新たな家具を開発中 

－２－ 
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○ 机上調査結果を踏まえた現地踏査 

○ 箇所毎に原木搬出ルートを踏査し，幅員や勾

配，車両の走行性，既設路網との接続などを把

握・検討 

特 集  「林業の成長産業化に向けた取組」 

５．まとめ 

登米市及び各森林組合等では，市が策定した「林業成長産業化地域構想（登米地域）」に基づく取り組み

の一環として，森林認証面積の拡大や川上・川下の連携強化，管理集約によるＦＳＣ認証材の供給のため，

素材生産性の向上によるコスト縮減に向けて，林業専用道等路網整備を推進することとしています。 

県では，これらの取り組みを推進し，補助事業を活用した路網整備の実現につなげるため，平成３０年度

に各森林組合等が作成する路網整備の計画の作成支援を行いましたので，その内容を紹介します。 

○ 効果的で低コストであることや，森林認証，市森林整備計画との整合，森林組合の体制など

に配慮した計画とするなど，プロジェクトチームの様々な視点で計画を策定 

○ 今回の取り組みの結果，平成３１年度林業成長産業化促進対策事業において，２路線の事業

実施の実現につなげた。 

林業成長産業化地域における林業専用道整備の取組 

－３－ 

１．事前準備 

２．整備予定区域とプロジェ

クトチームの設定 

３．机上調査 

４．現地調査 

○ 地域内に存する生産基盤強化区域について，路線計

画と間伐など施業実施区域を図示化 

○ 図示化は森林施業実施主体が行い，線形及び間伐等

施業区域を実施年度で区分 

○ 登米市，森林施業プランナー，森林組合，森

林総合監理士，県（普及指導員，治山林道担

当）によるチーム編成 

○ 図示化の成果をもとに，早期整備の可否や森

林施業効果の程度を検証し，平成３１年度の整

備箇所を２箇所（登米，米川）を設定 

○ 箇所毎に，施業効果などの利点を整理 

○ 今後１０年間の施業実施予定区域，既設路網

の配置，傾斜などの地況，土場の有無などを確

認し，原木搬出ルートなどを踏まえた線形を検

討 

○ 森林認証に基づく管理区域であることを念頭

に，緩衝帯の設定や市森林整備計画で定める目

指すべき路網密度など様々な視点から路線計画

を検討 
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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「ものづくり」について書かせて頂きます。 

日本における森林認証材の認知度はまだまだ低い

のが現状です。日本人は安全安心な商品の購入には

敏感ですが，森林認証製品のように環境に配慮され

た森林から生産された木材を使用しているという

「倫理的な消費」を選択する人は少ないようです。 

その一方で企業の生産～販売においてはティッシ

ュペーパーや紙コップなどで森林認証のマークを多

く見かける様になりました。企業のあり方としての

社会的責任や SDGs（持続可能な開発目標）の考え

が浸透してきたこともその一因でしょう。 

 

 

 

ハ イ！  こ ち ら 森 林 組 合！ 

従業員全体会議 

本組合長が巻頭言の中で述べたとおり，”夢を叶え

る森・人を育てる林”を実現するためには，それを実

行する人材を育成することが何より重要であります。 

本組合が「意欲と能力のある林業経営者」に県から

認定を受け，次世代に引き継ぐ持続可能な森林経営を

目指すためには，経営を引き継ぐ人材の育成を継続的

に行うことがキーポイントとなります。 

本組合役員を除いた職員数は 20 名で，年齢構成を

みると，職員 5 名の平均年齢は 43.4 歳，現場作業

員 15 名の平均年齢は 49.5 歳で，合計の平均年齢は

48 歳となっており，特に現場作業員の高齢化が深刻

な状況となっています。 

このような中，地元出身者の兄弟が現場作業員とし

て働きたいと相次いで組合に就職しており，地域にと

っては明るい話題となっています。現在の林業就業者

は，刈払機・チェーンソーの操作から高性能林業機械

の運転など多様な作業を行っており，幅広い知識と資

格等の取得が要求されます。 

この要件を満たすため，国は研修制度として新規就

労者を対象に，就業に必要な知識・技術・技能，それ

に伴う資格取得等を 3 年間で段階的に研修受講によ

り習得する「緑の雇用」新規就労者育成推進事業を行

っており，本組合もこの制度を活用し人材の育成に努

めております。 

なお，昨年 8 月に就職した兄(24 歳)は，本年 6 月

から開始した 1 年目の研修を受講しており，本格就

業にむけ 3 年間の研修がスタートしたところです。

本年 5月に就職しま 

した弟(20歳)も， 

来年度となりますが 

順次研修を受講させ 

ながら大事に育て， 

その後も継続的に人 

材を育成することで，次世代に引き継ぐ持続可能な森

持続可能な森林経営 

を目指してまいりま 

す。 

東和町森林組合 

森林認証広葉樹フローリング材 

【写真右】 

豊かな表情と 

温もりが魅力の 

広葉樹フローリング 

 

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。 

 
夢を叶える森・人を育てる林Ⅱ 

同様に森林認証材を使用したフローリング材用の

原板の引き合いを多く頂くようになりました。フロ

ーリング材は海外材比率が高いことから，森林認証

材を使う事が一般的になっていました。国内での森

林認証が普及しつつある中でまとまった量の認証木

材が流通してきた事を受け，国産材利用が高まって

います。 

フローリング材のサンプルは，登米市中田庁舎一

階ロビーにて常設 

展示されています 

ので，是非ご覧下 

さい。 

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！  

【写真右】 

東和町森林組合の期待の星 

地元出身の兄弟です 

 
－４－ 
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進めています「山づくり」 

ナラ材天板は，登米町森林組合が伐採から搬出・乾燥・モルダー仕上げまでを行い，市内の木材加工業者「ウ

ッディアベ工芸」で巾はぎ，面取り等の加工・塗装・仕上げを行い完成させます。完成した天板は机用フレーム

製造会社の工場へ出荷し，組み立てられ学童机として完成します。 

完成品 

登米市 ＮＯＷ！ 

市内全小中学校にナラ材天板を利用した学童机を導入 
～市内産広葉樹の地域内活用による地域林業の活性化～ 

津山町森林組合 

 
－５－ 

先人たちも，このようにして苗木を 

１本・１本植えてきました 

先人たちが植林した木々も６０年以上が過ぎ，伐採

時期を迎えています。当津山地域においても例外では

なく，伐採（全伐）が進められています。先人たちが

植林してくれたおかげで，今，こうして伐採し，加工

し，そしていろいろなところで木材を活用することが

できています。 

今度は，私たちの番です。当森林組合では毎年植林

を行い，植林された木々を雑草等から守るため下刈作

業を行い，除間伐作業を行いながら未来の子供たちに

「財産」を残そうと頑張っています。この山づくりは

子供たちへの財産となるばかりでなく，地球温暖化防

止にも繋がり，また，土砂の流出を防ぐなどの公益的

機能を充分発揮させるための手助けだと考えておりま

す。 

「下刈り」は，子供たちへ財産を
残すための重要な作業です 

 

平成 27年度には市内中学校６校へ導入を始め，小学校向けに天板

裏側にスリットを入れるなど更に改良を重ね，平成 30年度までに提

供分を含め約 6,400台を導入し，市内全小中学校に導入しました。 

 

市内産ナラ材天板（裏面） 

導入した学校現場からは，「木の匂いがして良い」「天板が広くなっ

たので使いやすい」「教室が明るくなった感じがする」などと好評であ

り，市内産の木材を使用して作られた机であるという森林環境教育の一

環としても使用しながら，長く使っていただきたいと考えています。 

 

登米市では，平成 27年度から平成 30年度までの４年間で，市内全小中学校に市

内産ナラ材天板学童机を導入しました。 

導入した学童机は，平成 25年度に登米町森林組合が中心となり，産・学・官連携

による「登米地域材活用新製品開発検討委員会」を立ち上げ，地域林業の活性化を図

るため，地域の豊富な森林資源である広葉樹林のナラ材を活用した学童机を開発し，

登米中学校への提供・モニタリング調査を経て，改良を重ねて製品化したものです。 

植林した山には，時にニホンカモ

シカも姿を現します 
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去る平成３１年４月１７日，米川生産森林組合の遠藤克美参事が，平成３１

年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受賞されました。 

遠藤氏は，登米市東和町米川を中心に，「市民参加の新たな森林づくり」な

どでの森林整備体験のほか，マイタケなどの生産及び特産品化に力を入れ，東

日本大震災の被災者などを対象としたキノコの収穫など交流体験型イベントの

開催・定着に取り組んでいます。 

米川生産森林組合参事 遠藤 克美氏 

平成３１年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受賞 

林道「登米東和線」の整備がすすんでいます 

一般県民及び企業等を対象にした植樹など森林整備体験，みどりの少年団に

対するマイタケ生産から販売までの体験学習等の指導など，自然とふれあう機

会を継続して提供し，地域の環境教育や緑化の推進に永年にわたって尽力した

活動が評価されました。 

－６－ 

トピックス 

 林道「登米東和線」は，登米市登米町上羽沢

の県道志津川登米線と，同市東和町朝田貫地区

の県道３９８号線を結ぶ総延長４．３kmの１

級林道（全線舗装）で，県が事業主体となり，

令和３年度の完成に向け整 

備をすすめています。 

 現在のところ約２kmが 

完成（上図黒線）し，今年 

度は約１．３km区間（同 

赤線）を開設・舗装するこ 

ととしています。 

将来は市に移管され，全線開通により，周囲の森林整備・木材利用の促進のほか，特に，登

米森林公園を中心とした森林レクリエーション活用，災害時の迂回路確保などの効果が期待さ

れます。（右写真は完成直後の起点（登米町上羽沢）付近） 

登米市内で造林用苗木を生産されて

いる千葉勇作氏が，平成３０年度宮城

県山林苗畑品評会で優秀賞，平成３０

年度全国山林苗畑品評会で林野庁長官

賞を受賞されました。 

出品したクロマツコンテナ苗は，重

量と枝葉の発達が優れており，氏が自

ら育苗機材を製作するなど，コストを

意識した創意工夫のある育苗方法を行

い，安定的，省力的かつ合理的な苗畑

管理を実践されていることが高く評価

されました。 

 

千葉 勇作氏 平成３０年度宮城県山林苗畑品評会で優秀賞を 

平成３０年度全国山林苗畑品評会で林野庁長官賞を受賞 

愛媛県で開催された授賞式    千葉氏と出品されたクロマツコンテナ苗 

（令和元年９月５日） 

 

【中央が遠藤氏】 

登米地域事務所職員と受賞を祝いました 
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 速 報   「令和元年台風１９号災害」 

令和元年１０月１２日に接近・通過した台風１９号に伴う記録的な大雨により，管内の林内路網などは甚

大な被害を受けました。   

速報として，被害調査などの対応から被害の規模や形態，復旧の基本方針を報告します。 

林地・林内路網の被害状況について 

１．被害調査 

被害調査は，発災直後から下表のとおり調査を行いまし

た。 

２．被害の規模 

林内路網は被害の大小を問わずほとんど全て

の路線で被害を受けており，林道施設被害は

69路線，作業道被害は 28路線に及んだほ

か，林地被害は早急な治山対策が必要な箇所だ

けで 16箇所となり，その被害総額は 10億円

に達しました。（令和元年 12月 5日現在県集計） 

３．被害形態と復旧の基本方針 

路面が大きく洗掘した林内路網 

大雨により渓流が浸食され，不安定な土石

が堆積するなど荒廃した林地 

被害調査結果に基づき，被害形態に応じた復旧の基本方針を整

理しました。 

４．今後の対応 

今回の災害では，重要な木材生産の基盤となる林内路網で多く

の被害が発生し間伐など森林施業の実施に深刻な影響を及ぼすな

ど，様々な問題が生じています。また，林地被害についても，林

地からの土石流が公道に流下するなど重大な被害がありました。 

今後は，災害により生じた問題や課題の解決とあわせ，国の事

業を活用するなど早期復旧に向けた取組みを進めます。 

－7－ 
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  編集後記 

□ 今号では２ページにわたり
「林業の成長産業化に向けた取
組」と題して，「登米地域林業
成長産業化地域構想」による国
際認証木材の流通促進と，その
ために必要となる林内路網の整
備について特集しました。 

□ また，東和町森林組合の及川
組合長の「巻頭言」及び巻末に
も掲載したとおり，今年度から
「森林経営管理制度」への取組
が本格化しており，今後，地域
の森林の整備がこれまで以上に
進むことと期待しています。 

□ 令和元年台風１９号による登
米管内の林地，林内路網，林業
施設の被害は甚大であり，これ
からの本格的な復旧事業の実施
に向け，関係者一丸となって
日々対応しているところです。
今号では台風１９号被害につい
て速報で御紹介しましたが，今
後の復旧への取組に関する詳細
は，機会を捕まえて追って御報
告したいと思います。 

  

登米の森林
も り

から 第１１号  2019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。 

－８－ 

最近よく聞く  「森林経営管理制度」  って？ 
  

コラム：目で見る登米の森林・林業 

「山地災害危険地区について」 
  
日本は災害の起こりやすい地形と気象条件を有していること

に加え，近年は局地的な集中豪雨が増加するなどし，全国各地

で山地災害が多く発生しています。 

県では，「山くずれ」「土石流」など山地災害のおそれのあ

る森林を調査し，「山地災害危険地区」として県内２，２０３

地区，登米市内で１１５地区を指定しています。 

詳しい位置などは県のホームページや市町村などを通じて地

域の皆さんにお知らせしていますので，身近に危険な箇所があ

るかどうか確認しましょう。 

適切な経営管理が行われていない森林に関して，市町村が森林所有

者に，所有森林を今後どのように経営管理したいかの意向を確認し，

市町村への 経営管理の委託を希望する場合には，委託手続きを行った

上で，市町村は「意欲と能力のある林業経営者」に，それら森林の経

営管理を集積・集約化して森林整備を進めます。これによって，林業

の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることとしています。 


