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１ 森林経営管理制度（新たな森林管理システム）の導入 

民有林では、所有者が不明な森林や不在村者が所有する境界の不明確な森林が増え続け、

適正に管理されていない森林の存在が問題となっていたことから、林業の成長産業化の実現

と森林資源の適正な管理の両立を図っていくことを目指し、平成 31年４月１日に「森林経営

管理法※」が施行（平成 30年５月成立）され、森林経営管理制度がスタートしました。 

 

本制度は、経営や管理が適切に行われていない森林について、市町村が仲介役となり森林

所有者と意欲と能力のある林業経営者をつなぐ仕組みを構築し、林業経営に適した森林の経

営管理を集積・集約化するとともに、林業経営に適さない森林については、市町村が自ら経

営管理を行っていくものです。 

 

この制度を通じて、林業経営に適した森林については、林業的利用を積極的に展開すると

ともに、林業経営に適さない森林については、管理コストの低い自然に近い森林へ誘導して

いくこととしています。 

 
※ 平成 30 年法律第 35 号。平成 30（2018）年５月成立、平成 31（2019）年４月施行。森林経営管理制度の

根拠法律で、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発

展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和元年度森林・林業白書 
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２ 森林環境税と森林環境譲与税の創設 

パリ協定の枠組み下における温室効果ガス排出削減目標の達成や近年多発する甚大な自然

災害の防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から（平成 30年

５月に森林経営管理法が成立したこと等）、平成 31 年３月に「森林環境税及び森林環境譲与

税に関する法律※」が成立し、森林整備等の新たな財源として、令和元年度から全ての市町村

と都道府県に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。 

 

譲与額は令和元年度から令和６年度まで段階的に増額され、その使途は市町村では、間伐

や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関す

る費用」に、県においては、「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てるこ

ととされています。森林環境譲与税を活用することで、これまで十分な手入れが行われてい

なかった森林の整備等の進展が期待されています。 

 
※ 平成 31 年法律第３号。「森林環境税」は、令和６年（2024）度から個人住民税均等割として、一人年額

千円を賦課徴収するもの。「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、交付税及

び譲与税配布特別会計における借入金を原資に、令和元（2019）年度から譲与が開始されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林環境譲与税 600億円を配分 

出典：令和元年度森林・林業白書 
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３ ICT等を活用したスマート林業などによる林業イノベーション 

林業が営まれている山村地域では、若年層を中心に人口流出が著しく、過疎化や高齢化が

更に進み、所有者が不明な森林の増加や林業労働力の不足といった問題が顕在化しています。

森林を継続的に管理、経営することができるよう、林業の成長産業化を図ることが重要とさ

れています。 

  林業現場では、高性能林業機械※１等の導入が加速しているものの、厳しい地形条件や人力

による伐倒作業、夏場の下刈り作業などに起因し、まだまだ「きつい・汚い・危険」の３Ｋ林

業の改善が進まず、記憶・経験に頼る作業や管理が多いなど、労働生産性の低さや労働災害発

生率の高さといった林業特有の問題が生じています。 

 

このような中、国では先端技術の活用に取り組むこととしており、令和元年 12月に「林業

イノベーション現場実装推進プログラム」を策定しました。これに基づき、林業・木材産業

の成長産業化に向けた、リモートセンシング技術※２によりデジタル化した森林情報の活用、

情報通信技術（以下、ICT）による木材の生産管理等、林業機械の自動化、先進的造林技術の

導入・実践、木質系新素材の開発・普及等によるスマート林業の「林業イノベーション」を

推進することとしています。 

 

具体的には、これまで、航空レーザ計測等による森林資源や森林境界の把握、路網設計支

援ソフトの導入、AI を活用した木材検収システムの活用、ICT 生産管理システムの開発、ク

ラウド※３を活用した需給マッチング支援システムの構築等の取組が進められており、これら

の成果を普及するとともに、ドローン等により撮影した画像を用いた施工管理や苗木の運搬

などの実践、造林投資の早期回収が期待できる成長に優れた早生樹※４やエリートツリー※５の

利用拡大、AIを組み込んだ林業機械の無人化・自動化技術の開発、更には、林業の枠を超え、

プラスチックを代替できる改質リグニン※６やセルロースナノファイバー（CNF）※７など木材の

新たな需要を創出する木質系新素材の開発等も進められています。 

 

 将来的には、これら「林業イノベーション」の取組を通じ、低コスト・省力化の林業が定

着し、林業収益性の飛躍的な向上や現場での伐採等の危険な作業を根絶することで、３Ｋ林

業のイメージを払拭し、若者や女性にとって魅力ある「林業」となることが期待されていま

す。 

 
※１ 従来のチェーンソーや刈払機等の機械に比べて、作業の効率化、身体への負担の軽減等、性能が著し

く高い林業機械のこと。 

※２ 人工衛星に搭載した専用の測定器（センサ）による観測や、航空機などに搭載した専用のレーザ測定

器による計測などにより、広範囲の森林の資源情報や地形情報などを計測・把握できる技術のこと。 

※３ インターネットなどのネットワーク経由でユーザーにサービスを提供する形態のこと。クラウド

（cloud）は直訳すると「雲」を意味する。 

※４ 短期間で成長して早期に活用できる樹種のこと。 

※５ 成長や材質等の形質が良い精英樹同士の人工交配等により得られた次世代の個体の中から選抜される、

成長等がより優れた精英樹のこと。 

※６ 化粧品等の成分として使用される安全性の高い素材であるポリエチレングリコールによりリグニンを

改質した、耐熱性等の機能と加工性を併せ持つ素材。 

※７ 木材の主成分を原料とした新たなバイオマス素材のひとつ。木材の主成分であるセルロースの繊維を

ナノ（10 億分の１）メートルレベルまでほぐしたもので、軽量ながら高強度の素材。 
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４ 多発する山地での自然災害 

日本は、地形が急峻かつ地質がぜい弱であることに加え、前線や台風などによる豪雨や地

震などの自然現象が頻発することから、毎年多くの山地災害が発生しています。国土の約７

割を占める森林は、山地災害の防止、水源の涵
かん

養、生物多様性の保全等の公益的機能を有し

ており、自然災害、病虫獣害等から適切に保全することにより、これらの機能の維持及び増

進を図ることが重要となっています。 

特に近年は、突発的な豪雨による自然災害が全国で多発しています。平成 26年８月には広

島市で時間雨量 100㎜を超える突発的な豪雨による土砂災害が発生し、死者 77人と甚大な被

害が発生しました。また、平成 29 年７月の九州北部豪雨や平成 30 年７月の西日本での豪雨

による被害、令和元年９月の台風 15号による関東地方での被害など、各地で災害が発生して

います。 

 

本県においても、平成 30 年８月に庄内

や最上地方を中心に豪雨による被害が発

生し、林道施設などの森林関係の被害は、

270箇所、７億円を超えました。また、令

和２年７月には、西川町大井沢で日降水量

215㎜を記録するなど、県内５地点で観測

史上 1 位を更新する記録的な大雨となり、

最上川上流から中流で氾濫が発生し、村山や最上を

中心に県内各地で土砂災害が多発しました。この災

害での森林関係の被害は 966箇所、22億円を超えま

した。 

 

また、平成 26年に策定され、平成 30年に改定さ

れた「国土強靭化基本計画」では、国土強靭化の推

進方針として、山地災害対策の強化等が位置付けら

れており、山地災害危険地区※の的確な把握、土砂流出防備保安林等の配備、ぜい弱な地質地

帯における山腹崩壊等対策や巨石・流木対策、荒廃森林の整備、海岸防災林の整備等を推進

するなど、総合的な治山対策により地域の安全・安心の確保を図ることとしています。 

 
※ 災害が発生するおそれのある箇所について、林野庁の調査要領に基づき判定し、山腹崩壊、崩壊土砂流

出、地すべりの３区分に分類した地区。 

 

〔トピックス〕 

日本国内で観測される短時間の大雨の発生回数は長期的

に増加傾向にあり、毎年のように各地で甚大な山地災害を

もたらしています。 

令和元年の房総半島台風や東日本台風では、倒木による

森林被害や山腹崩壊等の山地災害が発生したことから、国

では学識経験者による緊急調査を実施しており、人工林や

天然林、樹種等にかかわらず風倒被害が発生していること

や、比較的平坦な地形に小規模な被害地が広範囲に散在す

るという被害の特徴が確認されています。 
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５ 国際的な取組 

（１）持続可能な開発目標（SDGs） 

人間の生活は経済発展や技術開発により、豊かで便利となった一方で、この大量生産や大

量消費に支えられる生活は、天然資源に依存し地球環境に大きな負荷を与えてきました。グ

ローバル経済の下、一国の経済危機が他国に連鎖するのと同様、気候変動、自然災害、感染

症といった課題も連鎖して発生し、経済成長や社会問題にも様々に影響していきます。この

ような複合的な問題に対して世界全体で取り組む必要があるとの考えから、平成 27（2015）

年９月の国連サミットにおいて令和 12（2030）年までの国際社会共通の目標として「持続可

能な開発のための 2030アジェンダ」が採択され、その中で持続可能な開発目標（Sustainable 

Deveropment Goals：SDGs）が示されたことで、社会全体で関心が高まっています。 

 

SDGs は、日本を含めた世界全体の目標であり、国や国際機関だけでなく市民社会、企業等

全ての人々の参画を重要視しています。また、経済、社会及び環境の三側面を不可分なもの

として調和させ、持続可能な世界を実現するための統合的取組であり、17 の目標と 169 のタ

ーゲットから構成されています。そのうち森林に関するものとして、目標 15に「持続可能な

森林の経営」と掲げられているほか、様々な目標に関連しており、森林分野においても様々

な取組が求められています。森林の健全な利用が林業・木材産業を中心にして経済的・社会

的な効果を生んでおり、SDGsの様々な目標達成に寄与しています。 

 

SDGs への関心の高まりは、製品の合法性や持続可能性に配慮した方法で調達したものであ

るか、という問題意識の高まりにもつながっています。木材の合法性を担保するにあたって

は、平成 29年５月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（クリ

ーンウッド法）」に基づく合法性の確保や木材関連事業者の登録を推進することが重要となっ

ています。 

 

また、FSC や SGEC といった森林管理認証を取得した木材を利用することが推進されていま

す。東京オリンピック・パラリンピック競技会場等においても、本県を含めた 63の地方公共

団体から提供された木材が使用された選手村ビレッジプラザ※をはじめ、国立競技場や有明体

操競技場等において、森林認証材等の合法性や持続可能性に配慮した木材が使用されていま

す。SDGsの考え方が浸透す

るに従い、このような合法

木材や森林認証材を求める

傾向は今後更に強くなって

いくものと考えられ、適切

な供給体制の構築が求めら

れています。 

 
※ Ｐ31「Ⅲ３川中におけ

る成果と課題」トピッ

クス参照。 
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（２）地球温暖化対策 

平成 27（2015）年の気候変動枠組条

約第 21 回締約国会議（COP21）では、

2020 年以降の気候変動対策について、

先進国、開発途上国を問わず全ての締

約国が参加する公平かつ実効的な法的

枠組みである「パリ協定」が採択され

ました。同協定は平成 28（2016）年 11

月に発効し、日本は同月に締結してい

ます。 

 

国においては、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための「地球温暖化対策計

画」を平成 29（2016）年５月に閣議決定し、令和 12（2030）年度の温室効果ガス削減目標を

平成 25（2013）年度比 26.0%減とし、この削減目標のうち、約 2,780万 CO2トン（2.0%）を森

林吸収量で確保することを目標としました。 

この目標達成のため、適切な間伐等による森林整備、保安林等の適切な管理・保全、効率

的かつ安定的な林業経営の確立、国民参加の森林
も り

づくりの推進、木材及び木質バイオマス利

用の推進等の森林吸収源対策に総合的に取り組むことが明記されました。 

 

また、近年の環境問題への意識の高まりから、CSR活動の一環として企業による森林
も り

づくり

活動も盛んに行われています。企業が適正な森林整備に積極的に関わろうとする取組は、SDGs

の多くに森林が関係していることに加え、国際的な企業評価・格付けの取組の中で、世界規

模での ESG投資※の流れに森林減少リスクが関連付けられる状況となっており、企業価値の向

上に直結する可能性を有しています。 

 

世界中で気候変動に対する危機感が高まる中、令和２（2020）年 10月に政府は「2050年ま

でに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し、

地球温暖化対策推進法の改正に着手しました。現在、法改正とともに温室効果ガス削減目標

の見直しを含めた「地球温暖化対策計画」の改定に向けた検討が進められています。 

 

本県においては、令和２（2020）年８月６日に行われた

全国知事会「第１回ゼロカーボン社会構築推進プロジェク

トチーム会議」において、2050年までに温室効果ガス排出

実質ゼロ（温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と

吸収源による除去量との均衡を達成すること）を目指す「ゼ

ロカーボンやまがた 2050 宣言」を行いました。 

 
※ 環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の３つの要素に対する企業の取組状況

に基づいて投資対象企業を選別する投資手法。 

 

 

やまがた
ゼロカーボン

２０５０

出典：令和元年度森林・林業白書 
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６ 新型コロナウイルス感染症 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、令和元（2019）年 12月に最初の症例が中国で

確認されて以降、世界的に感染が拡大し、令和２（2020）年３月 11日に WHO（世界保健機関）

がパンデミック（世界的大流行）を宣言しました。多くの国で感染の抑制を目的とした渡航

制限や外出制限等が実施されるなど、人や物の流れに変化が見られるようになりました。 

日本では令和２年に入ってから徐々に感染者が増加し、４月には新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発出されました。その後、いったんは収束に向か

ったものの再び感染者数は増加に転じ、終息の目処は立っていない状況です。 

 

新型コロナウイルス感染症対策として「新しい生活様式」の実践が求められ、日常生活に

おける手洗いの励行やマスクの着用はもちろん、クラスター（集団）感染を防ぐために「三

密」（密集、密接、密閉）の回避が強く叫ばれ、働き方の新しいスタイルとして、テレワーク

や時差出勤の導入、オンライン（Web・TV）による会議・打合せが急速に増えています。 

このように、人々の交流が制限されることによって、物流の停滞や物資不足による供給減

が生じ、活動自粛などに伴い対面サービスの需要が急減しています。特に観光、宿泊、航空、

鉄道、飲食業の分野では、前例のない規模で需要が縮小しています。これが更に労働者の所

得・雇用面にも波及しており、需要と供給の低迷が相互に作用し、負の連鎖となって経済に

大きな影響を与えている状況です。 

 

林業・木材産業では、全国的な経済活動全体の停滞などにより、資材難による住宅建築の

遅れや木材需要の減少、これに伴う製材・合板工場の減産、在庫の増加、入荷制限等といっ

た事態が発生しており、更に今後の感染長期化に伴う具体的な影響も見通せない状況です。

コロナ終息後の新しい時代を見据え、イノベーションの推進や多様な人材の育成などが求め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

足踏み式消毒台 木製パーテーション 


