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根羽村が挑戦する林業イノベーション
城田

徹央

長野県最南端に位置する根羽村は、矢作川源流を有

ている根羽村では、森林から製品をユーザーに直接送

し、古くから水のつながりを通じて下流域との連携

り出すことができます。このバイパス的な流通経路

に力を入れてきた地域です。村の面積の 92％が山林、

は、途中のコストをトータルで削減し、新しい林業に

全村民が森林所有者という状況の中で、森の恵みが根

必要な雇用の増加と森林整備の拡充を実現するという

羽村の主要産業である林業を支えています。全国的に

メリットを生み出すのです。これによって森林施業面

林業が低迷する中、根羽村は「トータル林業」を軸に

では高性能林業機械の導入とオペレータの拡充による

発展してきました。そして現在、「低コスト造林」と

集約化が、製材面では大型の木材乾燥装置の導入によ

いう新たな林業イノベーションに挑戦しています。

る製品の品質管理が進められてきました。さらに根羽
村森林組合は、製材工場の JAS（日本農林規格）認定

根羽村森林組合は林業だけではなく木材加工と販売

を受けることで、安定した品質の製品を供給する体制

を行う「トータル林業」を行っています。木を伐採し

を整えてきたのです。原木市場と製品市場を媒介せず、

て丸太を生産する1次産業だけではなく、これを加工

また村内に良質なスギ・ヒノキを十分に育成してきた

する２次産業、そして建築用材として販売する3次産

ため、住宅を建設するユーザーに対して必要な供給量

業までを、一つの森林組合が6次産業として掌握して

を安定した価格で提供できるという新しいメリットを

おり、その体制を村が全面的にバックアップしている

生み出したといえるでしょう。

のです。
森林のスギやヒノキが建築用材として皆さんの手元

トータル林業は、製品の出所に対する保証としても
機能しています。根羽村森林組合から供給される木材

に届くまでのプロセスとして、一般的には「原木市場

は、根羽村で長い時間を経て育てられたスギやヒノキ

と
「製品市場を通過します。しかしトータル林業を行っ

が材料となっています。このような出所が担保された

根羽村森林組合の製材工場（奥）

林業機械の導入によって丸太生産の効率も上がった
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根羽村では上流域の森林を下流域から預かっている
という意識が強く、まとまった木材が必要な場合で
あっても大規模な皆伐を行うことはありません。部分
的な伐採を分散させて丸太の供給を図ります。このよ
うな部分的な伐採を行っても再造林を行い、森林の修
復を促すことが根羽村森林組合の基本的な姿勢です。
その一方で、全国的には、再造林を放棄された森林が
問題となってきています。
一般に我が国の育林コストは際立って高くなってい
ます。造林、下草刈といった初期保育に定期的な除伐・
間伐を加えると、その全コストはヘクタールあたり百

土壌の着いたコンテナ苗を用いることで効率的な再造林に挑戦

数十万円になると試算されます。ヨーロッパや中国で
木材は、例えば地域産材や流域産材を使いたいという

数十万円程度に収まっていることを考えると、大幅な

ユーザーにとって魅力となるでしょう。根羽村森林組

コストダウンが迫られていることになるのです。

さんぷう

合は建築家と協力しながら、根羽杉を多用した「杉風

最近、低コスト造林を目指して伐採造林一貫システ

の家」や東海地震に対して復興住宅としても機能す

ムの導入が試みられています。従来の方法では、伐採

る「小さく住まう魅力的な木の住まい」といったモデ

と造林の間には地ごしらえが入り、半年以上の間が空

ル住宅を提案してきました。また、これと併行して地

いていました。この一貫システムでは、すぐに植え付

域木材利用を軸としたキャンペーン（長野県、愛知県、

けられる土の着いたコンテナ苗を使うことで、伐採直

岐阜県内に根羽杉を用いて住宅を建設する場合、森林

後に造林を行えるようになり、伐採だけにつかってい

組合から柱 50 本分プレゼント、所得制限あり）も行

た林業機械も苗木の運搬に活用できるようになりまし

われてきました。このように根羽村森林組合のトータ

た。伐採と造林を同時に行うことで、時間と手間を互

ル林業は、
６次産業化によるコスト低減だけではなく、

いに節約できるようになったのです。根羽村でも今年

品質とサービスの安定供給を実現し、さらに新たな地

度から帯状伐採と粗植を組み合わせた独自の伐採造林

域木材利用を提案するフレームワークとして機能して

一貫システムの開発に取り組んでいます。

きているのです。

（しろた

てつおう、信州大学農学部 助教）

岡崎市額田地域の森林と林業
北川
岡 崎 市 東 部 に 広 が る 森 林 地 帯 は、 市 域 の 約 6 割
23,300ha を占める “ 緑あふれる ” 空間で、サイクリン
グ愛好者をはじめ、訪れる人びとの心を惹きつけてや
まない場所です。その約 4 割が天然林、6 割が人工林で、
大半が私有林（21,500ha）です。人工林（13,364ha）
の約 8 割をヒノキとスギが占め、第二次世界大戦後の
拡大造林政策に沿い植林された 40 ～ 50 年生の森林
が最も多くなっています。
森林の状態は、2009 年現在の人工林の蓄積が約
208㎥ /ha で、天然林（143㎥ /ha）の約 1.5 倍。岡
崎市の人工林蓄積数値は、愛知県全体及び全国平均の
数値（261、193）と比較すると、全国平均を上回る
ものの、愛知県全体には及ばない状況です。
2006 年に岡崎市と合併した旧額田町（額田地域）
内には、矢作川の支流である 2 つの「おとがわ」が東
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岡崎市額田地域の河川

勝弘

西方向に平行して流れており、このうち北側の乙川の
水源地から、岡崎市は水道水の半分を給水しています。

広く市民に理解されていくものと期待されます。
岡崎市は 2011 年 3 月に、
「岡崎市森林整備ビジョン」

なお、南側の男川の上流部は、県立本宮山自然公園に

を取りまとめました。その内容は、
「めぐみ・うるおい・

含まれる景勝地、くらがり渓谷に通じています。

やすらぎが共生する岡崎の森」を 100 年後の望ましい

額田地域の山林は、明治時代の半ば頃まで、牛馬の
飼料や肥料をとるために山焼きが行われ、私有林の多

森林の姿として掲げ、着実に整備を進めていこう、と
いうものです。

くが雑木林になっていました。ちょうどその頃、額田

ところで、岡崎市域の森林を対象として、矢作川森

地域に山本源吉という林業活動の先駆者が現れ、地域

の健康診断が 2008 年（第 4 回）と 2013 年（第 9 回）

を挙げての植林事業を積極的に推進しました。彼が始

の 2 回にわたって実施され、昨年 10 月にその結果が

めた額田地域における「林業立村」の運営方針は、戦

発表されました。調査結果では、岡崎市域の人工林の

後の昭和 30 ～ 40 年代まで、永くその成果を生み出

5 ～ 8 割が過密だと指摘されています。

し続けたことが知られています。

森林整備ビジョン中の人工林整備の項目に照らして、

額田地域には、山林所有者で構成される額田林業ク

具体的に対応策を講じることが、求められていると言

ラブという組織があり、岡崎森林組合に協力しなが

えましょう。一刻も早く、ビジョン実施に向けて、必

ら、額田地域の林業の実施に関する自主的な取り組み

要な態勢が設けられることが期待されます。

を行なっています。その額田林業クラブが 2001 年 1

（きたがわ

かつひろ、 人間環境大学 非常勤講師）

月、地域内の県道沿いに、
「50 年間で 1 億円儲ける林
業を実現しよう」と大書した看板を立て、間伐展示林
を公開しました。日本の林業が全国的に、1980 年頃
をピークとして急激に活力を失っていった社会的状況
の中で、額田林業クラブは敢えて雄大な夢を提示した
のです。それは、山本源吉翁以来の「林業立村」の伝
統的な精神が、脈々と額田林業クラブの会員中に受け
継がれてきている証しに他なりません。
昨 2013 年、
市内のある私立幼稚園が鉄筋コンクリー
トから木造建築へ建て替えられる際、岡崎森林組合と
額田林業クラブが協力して、木造建築のための大量
の太い丸太材の出材を実現させました。公共建築物に
木材が積極的に利用されれば、太い木材の難燃性など、
従来あまり社会的に知られてこなかった木材の利点が、

スギ長伐期・大径材生産見本林（1927 年植栽；2012 年撮影）

林業からの地域づくり
− 串原林業のめざすもの −
（話し手）三宅
（文責）洲崎

大輔
燈子

2009 年に国が公表した「森林・林業再生プラン」は国産材の自給率を 27％から 50％に上げることをめざし、50ha 以上のエリ
アで最短 5 年間の「森林経営計画」を立てることを森林所有者に促しています。専業林家でない小規模な森林所有者は森林組合な
どにこの計画づくりを委託することになりますが、森林簿データの閲覧などが必要なことから、森林組合以外の民間事業体が森林経
営計画づくり、
ひいては地域の林業に参入するのは現実的に困難です。岐阜県の矢作川流域である旧上矢作町・串原村・明智町域
（2004
年に恵那市と合併）を所管する恵南森林組合は、地域の林業振興の観点からこのことを問題視し、森林組合と連携する 3 社により
2012 年に NPO 法人「東濃・森林（もり）づくりの会」を立ち上げました。森林組合が管理部門となって森林経営計画づくりや法
律相談、教育、林業経営コンサルタントをしようという取組です。今回はこの会のメンバーである「串原林業」代表の三宅大輔氏に
お話をうかがいました。なお串原は森林率 84％、うち人工林率 62％と矢作川流域内でも人工林の多い地域です。
（洲崎）
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私は U ターンで串原に戻ってから、誘われて地元
の恵南森林組合で働きはじめました。でも組合が管理
する面積が広いため、目の前に手入れされていない人
工林があるのに毎日片道 2 時間かけて上矢作の国有林
まで作業をしにいく日々に疑問を感じ、就職して 5 年
後の 2007 年に「串原林業」を立ち上げて独立しまし
た。恵南森林組合は独立したい人に協力的で、森林経
営計画づくりに携われるようになりました。どこの山
でも一律に同じ手入れをするのではなく山をよく見て、
所有者の意見も考慮しながら計画を立てます。いわば
オーダーメイドの森づくりです。現場でも林内の日の
当たり方、風の通り方を見ます。冬、木に北西の風が
当たると「風割れ」といって立木の繊維が割れること

自前で整備した作業道

があるので、いずれ間引く木を風上にガード役として
残したりします。

めるのに意外と重要です。串原の地形は尾根で日当り

串原の人工林は 20 ～ 30 年前までは手が入ってい

がよく、ちょっと手を入れれば驚くほど風景がよくな

るため、素性はいいです。民有林で計画を立てて所有

るであろう場所があります。そういうところに地域や

者に提案すると二つ返事で「やってくれ」と言っても

外の人が集まり、交流できるカフェやバーのような施

らえるのは本当にありがたいです。伐出した木材は

設を作れないかと思います。

市場に出して収益になりますが、B 材（集成材や合板

山村の再生のためには、上流にすむ自分たちがリア

となる材）や曲がった材では赤字になってしまいます。

ルな山の暮らしを見せられることが重要です。今は串

材を市場を通さず直接加工場に出して、生産地と下流

原に住む人の多くがサラリーマンで、それができませ

の豊田や岡崎といった消費地を結べないかということ

ん。東濃ヒノキやヘボ（クロスズメバチ）、イノシシ猟、

が今後の課題です。

ジビエ料理などこの地域の伝統的な資源や文化を生か

山づくりは風景づくりでもあると思っています。以

していく技術を継承し、それをお金に換える仕組を確

前は畑や丘からいい景色が見られたと思うのですが、

立しないと、若い人たちが働き続けることができませ

今、
串原の山を見てもきれいだと思えません。木を伐っ

ん。地域の存続には、町から来た人に田舎暮らしのこ

て見晴らしのいい場所を作ることも、山村の魅力を高

とを何でも教えてあげられるプロフェッショナルが必
要です。祖父の世代にはそういうプロがいますが親世
代にはいないため、自分達の世代が受け継いでいく必
要があります。
私たちがやっている林業はもともと夏にやる作業は
少なく、年間を通じて仕事を確保するのが困難です。
そこで夏場は農業ができないかと考え、実現に向けて
動いています。今春は「串原農林」にして、若い人た
ちの雇用の場を増やしてあげたいですね。
（みやけ

だいすけ、串原林業

代表）

作業風景（右が三宅氏）

後記

今回は流域の林業を取り上げ、根羽、恵那、岡崎各地域の林業の創意工夫や歴史、思いを紹
介して頂きました。人工林の間伐を進めて公益的機能を高めることは全流域的な課題ですが、

林業の再生を通じて山村を蘇らせることも重要だという思いを新たにしました。今年は市民参加型人工林調査「森の
健康診断」が 10 年目のフィナーレを迎えますので、これを機に流域内の林業再生に向けた連携を強めていければと
思います。
（洲）
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再生紙を使用しています

