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５ 総合的な取組における成果と課題 

 

（１）林業労働力・人材育成 

県内においては、小規模・零細な森林所有者が多く、高齢化の進行や

後継者の不足など厳しい状況が続いています。このような中で県産木材

の安定供給や森林の多面的機能の発揮を将来にわたり続けていくため

には、森林整備や木材生産等を担う森林組合や民間の林業事業体に従事

する人材の育成は非常に重要です。 

 

県では、「やまがた森林
モ リ

ノミクス」を支える人材を育成するため、平

成 28年４月に「県立農業大学校」を「県立農林大学校」に名称を変更

し、新たに林業経営学科を設置し、講義、実習やインターンシップ等を

通じて、林業等の現場の即戦力となる人材の育成に取り組んでいます。

これまでの卒業生３期（平成 29年度～令和元年度卒業）33名のうちの

うち 23名が県内の林業事業体等に就職しています。 

 

平成 28 年度から林業・木材産業の地域のリーダーを目指す

若手の経営者や従事者を「青年林業士」として認定する制度を

スタートし、現在、27 名が認定されています。また、これま

での「林業士」を「指導林業士」に改め、現在 41 名の認定者

が林業経営等における地域のリーダーとして県内各地域で活

躍しています（令和２年度）。 

 

県森林研究研修センタ－では、地域の森林・林業を担う森林所有者や林業事業体技術者、

市町村職員等に対し、技術力・経営力の向上を図るため、年間約千名を超える参加者を得て、

各種技術研修を体系的に実施しています。 

 

そのほか県では、山形県森林組合連合会が国の「緑の雇用」事業※１を活用して行っている

新規就業者の人材育成（フォレストワーカー（林業作業士）研修）や、林業事業体の現場管

理を担う「フォレストリーダー（現場管理責任者）」、「フォレストマネージャー（統括現場管

理責任者）」の養成研修会を支援するなど、林業従事者のキャリア形成の支援に積極的に取り

組み、現在、フォレストワーカーが 219名、フォレストリーダーが 86名、フォレストマネー

ジャーが９名登録されています（令和２年度）。 

 

 

 

農林大学校林業経営学科 

（1 期生） 

林業士認定証交付式（H31.4） 

林業技術者等に対する技術研修 

（写真左：森林資源のデジタル化、写真中央：林業機械による下刈作業、写真右：クマ剥ぎ被害の現状と対策） 
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  また、持続的な森林経営を推進するため、森林所有者に対する森林施業の提案や事業収支

の提示、森林経営計画の作成等の業務を担う者を認定する「森林施業プランナー※２」の育成

を推進しており、これまでに 51名が登録されています（令和元年度）。 

 

県では、平成 31年４月に「山形県林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定し、

林業労働力の確保の促進に向け、①雇用管理の改善（通年雇用や月給制の導入、休暇制度や

福利厚生の充実、労働災害の防止など）、②事業の合理化（高性能林業機械等の導入、人材の

育成など）、③就業の円滑化（林業就業ガイダンスや研修会の開催、普及啓発など）の方針を

掲げ、令和２年４月現在、全ての森林組合を含む県内 54の認定事業主※３が、「改善計画」の

達成に向けて取り組んでいます。 

 

県内の林業就業者数は、平成 11 年度の

3,558人から平成 18年度には 1,375人と減少

しましたが、このような取組により、その後

は減少のペースが緩み、近年は横ばいで推移

しており、平成 30年度には 1,096人となって

います。 

 

新規就業者は、国の「緑の雇用」事業の活

用等により、平成 27年度の 56人/年から令和

元年度には 66人/年と増加しており、林業就

業者数が横ばいとなっている中で、39歳以下

の林業就業者数の割合が 25.0％から 26.7％

に上昇し、若返り傾向にあります。しかしな

がら、65歳以上の高齢化率（林業就業者数に

占める割合）は平成 30 年度で 22.7％と、全

産業平均の 13％と比較するとまだまだ高い

水準にあります。 

 

林業の女性従事者について、かつては育林

作業に多くの方々が従事していましたが、近

年は男性に比べて大きく減少しています。一

方で、作業の機械化の進展等を背景に、県立

農林大学校への入校者や、県内の森林組合、

林業事業体の現場技術班等への就業者が少し

ずつ増えてきています。 

 
※１ 平成 15 年から、新規就業者の確保・育成を図る多面、林業経営体に就業した若年者を中心に、林業

に必要な基本的な知識や技術の習得を支援する事業。 
※２ 平成 24年 10月から「森林施業プランナー協会」が、森林施業プランナーの能力や実績を客観的に評

価して認定を行う制度。 

※３ 「林業労働力の確保の促進に関する法律」（平成８年法律第 45 号）第５条に基づき、「雇用管理の改

善」と「事業の合理化」に一体的に取り組む『改善計画』を作成し、県の認定を受けた事業主。 
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現在、本県のみならず、我が国の農林業をけん引する高度人材を育成する「東北農林専門

職大学（仮称）」の開学に向けて準備を進めているところであり、令和元年 12月に専門職大

学基本構想を策定し、令和２年度からは専門職大学基本計画の検討や大学校舎の設計などを

行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林業労働における死傷者数は、高性能林業機械等の導入や路網整備等による労働負荷の軽

減、チェンソー防護衣の普及等により、長期的に減少傾向にあります。しかし、林業におけ

る労働災害発生率は、死傷者千人率※４でみると平成 30年は 22.4で、全産業平均の 9.7倍と

なっており、全産業の中で最も高い状態が続いています。中でも作業別では伐木作業中の災

害が多くなっています。 

 

県では、林業・木材製造業労働災害防止協会※５山形県支部が実施する労働安全衛生法※６

に基づく「特別教育講習」や「安全衛生教育講習」、リスクアセスメントに関する集団指導会

の開催のほか、県林業労働力確保支援センター（次頁トピックス参照）よる助成事業などに

より、林業労働災害の防止を推進しています。 

 

増大する木材需要に対応していくため、県林業労働力確保支援センター等の関係団体と連

携し、認定事業主の雇用環境改善に向けた支援を行うとともに、研修会や就業体験を通じて

林業の魅力発信等を行い、若者や女性を含めた林業労働力を安定的に確保していく必要があ

ります。 

今後も、林業労働力の確保に向けて、３Ｋ林業（きつい、汚い、危険）を解消し、労働災

害のない健全で安全・安心な労働環境づくりを進めていくことが重要です。 

 
※４ 労働者 1,000人当たり１年間に発生する労働災害による死傷者数（休業４日以上）を示すもの。 

※５ 「労働災害防止団体法」（昭和 39年法律第 119号）に基づき設立された特別民間法人（労働大臣（現

厚生労働大臣）の許可）。 

※６ 労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし、労働災

害の防止のための危害防止基準や責任体制の明確化、自主的活動の推進などについて定められている。 

専門職大学の検討状況【「専門職大学基本構想」、「専門職大学基本計画 中間報告」等から（令和３年１月現在）】 

１ 名  称 東北農林専門職大学（仮称） 

２ 設置場所 新庄市（現農林大学校敷地内） 

３ 運営主体 県直営 

４ 学部・学科編成、入学定員・編集学定員、学位の名称 

   ●学部・学科 １学部「農林業経営学部」(仮称)、２学科「農業経営学科」(仮称)/「林業経営学科」(仮称) 

●入学定員・編入学定員 

 入学定員 
（１年次） 

編入学定員 
（附属農林大からの内部進学を含む）（３年次） 

 収容定員 
（４学年全体） 

農業経営学科 32名 若干名（調整中）  128名＋α 

林業経営学科 8名 若干名（調整中）  32名＋α 

合 計 40名 若干名（調整中）  160名＋α 

●学位の名称   農学士（専門職）(仮称)、林学士（専門職）(仮称) 
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 ☞今後の課題  

◇若者や女性の参画を含めた新規林業就業者の育成・確保と就業後のキャリア形成や高度な

林業経営の担い手の育成 

◇森林組合等の林業事業体の労働環境の改善や事業の合理化等による経営力の向上と山元へ

の利益還元 

 

 

〔トピックス〕 

林業労働力確保支援センターは、「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、各都道府県に

１つ、知事が指定する機関で、本県では（公財）山形県みどり推進機構が「山形県林業労働力確保支

援センター」として指定されています。 

当該センターでは、林業事業主の雇用管理の改善や事業の合理化並びに新たに林業に従事しようと

する人の就業を支援するために、次の事業を行っています。 

 

(1) 林業担い手育成事業（林業事業体等への助成金の交付） 

・林業担い手の高度技能・技術の習得 

・労働環境の改善及び新規就労者の確保・定着 

・林業労働災害の防止を促進 

(2) 林業雇用改善促進事業 

  ・林業求職者への相談対応や林業事業体への訪問指導、雇用管理者 

への研修会等の実施 

・林業の就業相談、林業事業体の雇用・労務管理等の相談指導 

・林業求職者に対する情報提供として求人情報の収集とホームペ 

ージへの掲載 

県内の林業事業体を紹介したガイドブックの発行・配布 

・社会保険労務士等による雇用・労務管理改善に関する相談指導、 

雇用管理研修会の開催 

 (3) 林業就業支援講習事業 

  ・林業就業希望者を対象に林業の基礎知識、林業体験、就業相談等 

の講習会の開催 

(4) 林業就業ガイダンス 

  ・林業の就業に興味を持つ方を対象にした県内合同企業説明会の 

開催 

(5) 「緑の雇用」森林の仕事ガイダンス 

・東京や大阪などで開催される、林業に関心を持つ方を対象に実 

施する説明・相談会への参加 

 (6) 高性能林業機械導入支援（貸付）事業 

・森林施業における身体の負担の軽減と事業の効率化（労働生産

性の向上）を図るための高性能林業機械を購入し、認定事業体

に貸付 

 

林業就業ガイダンス（R3.1） 

林業就業支援講習会（R1.6） 

林業雇用改善研修会（R1.11） 
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（２）試験研究・技術開発 

県森林研究研修センターは、新たな森林病害虫獣被害発生

の脅威が増大するなか、県民生活を守る森林を健全に維持し

県産木材生産量を増加させていくため、「森林資源の利用拡

大」と「環境保全機能の維持・増進」を２つの大きな柱とし

て、「やまがた森林
モ リ

ノミクス」を技術面から支えています。 

研究開発における４つの主要課題として、 

・「低コストで生産性の高い林業技術の開発及び自然力を

活用した特用林産物生産技術の開発」 

・「県産木材利用拡大技術の開発」 

・「森林環境の維持・増進技術の開発」 

・「多様なニーズに対応する林木及び特用林産物の優良品種の開発」 

に取り組んでおり、本県のスギ人工林や里山広葉樹林の管理手法の提示及び、松くい虫対

策技術の刷新やナラ枯れ防除技術の確立など、健全な森林育成に貢献しています。 

 

現在、多様化する要望に対応するため、より効率的・効果的な試験研究を進めるとともに、

得られた成果を速やかに森林・林業の現場へ技術移転を図ることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☞今後の課題  

◇やまがた森林ノミクスの加速化を支える低コストで生産性の高い林業技術及び新たな県産

材利用技術や特用林産物生産技術の開発 

◇豊かな水資源の確保や山地災害の防止など、県民の安全な生活環境を形成する森林育成技

術の開発 

◇県民の快適な生活環境に資する林木等の優良品種の開発と種苗生産の促進 

◇研究開発成果の森林・林業現場への速やかな技術移転 

 

 

 

ワラビ混植によるスギ造林地の 

下刈り軽減技術の開発 

マツノザイセンチュウ抵抗性強度と線虫接種履歴との関係性を解明 
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（３）参加意識の醸成 

① 魅力ある地域資源を活用した地域活性化 

近年、人々のライフスタイルが変化する中で、森林環境学習など子供たちが自然を体験

する場やアウトドアスポーツ等のレクリエーションの場に加え、メンタルヘルス対策や健

康づくりなど心身を癒す場として、森林空間を利用しようという新たな動きがあります。 

 

国では、森林空間を健康、観光、教育等の多様な分野で活用し、山村地域における新た

な雇用と収入機会を生み出す「森林サービス産業」を推進しています。平成 30 年度から、

「森林サービス産業」検討委員会により、「森林サービス産業」の創出・推進に向けた課題

が整理され、令和元年 11月には、「Forest Style ネットワーク」が設置されました。令和

２年度には、健康経営分野の「森林サービス産業」モデル地域（７地域）・準モデル地域（９

地域）が全国で初めて選定され、本県では、上山市の「上山市温泉クアオルト協議会」が

選定されました。こうした多様な分野で森林空間を活用する取組を広く浸透し、雇用や収

入を拡大することで、山村振興や地域活性化につなげることが重要です。 

 

山村などの中山間地域は、過疎化及び高齢化が進み、適切な管理が行われない森林が増

えるなどの問題を抱えています。一方で、豊富な森林資源、水資源、美しい景観のほか、

食文化を始めとする伝統や文化、生活の知恵や技など数多くの地域独自の魅力ある資源が

残されていることから、これらを活用した活性化が課題となっています。 

 

 
〔トピックス〕 

・「ディスカバリー農山漁村
む ら

の宝※」として、上山市温泉クアオルト協議会（上山市）の森林を活用し

た健康ウォーキングが、令和元年度に全国で準グランプリを獲得しました。自然休養林等を活用し

た気候性地形療法「クアオルト（ドイツ語で「健康保養地」の意味）健康ウォーキング」を専門ガ

イドを付けて年間 360 日間実施するなど、全国から社員等の健康ツアー（ヘルスツーリズム）を積

極的に受け入れています。 

 

・平成 29 年度には、温海町森林組合（鶴岡市）が東北農政局管内の優良事例として選定されました。

皆伐後のスギ林に火入れを行い、無肥料・無農薬で「焼畑あつみかぶ」を栽培し、その販売収益を

再造林経費の一部に充てています。 

 

※内閣官房及び農林水産省が「ディスカ

バリー農山漁村
む ら

の宝」として、農山漁

村の有するポテンシャルを引き出す

ことにより地域の活性化、所得向上に

取り組んでいる優良事例を選定し、全

国へ発信しています。 

 

 

クアオルト健康ウォーキング（上山市） 焼畑あつみかぶ（鶴岡市） 
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林業遺産は、一般社団法人日本森林学会がその設立 100周年を記念し、平成 25年度から始

めたもので、受け継がれてきた林業の歴史を将来に記憶・記録するため、日本の林業発展の

歴史を示す景観や施設、地域独自に発展してきた林業技術や特徴的な道具、古文書などを遺

産として認定するものです。 

 

令和元年度までに、全国で 41 件（26 都道府県）認定されており、本県では「米沢市の山

との暮らしを伝える遺産群：草木塔群と木流し」が令和元年度に認定されています。 

 

このような林業遺産を通して、これまで山形の林業を支えてきた素晴らしい歴史・景観・ 

記録等の財産を、魅力ある遺産として未来に継承するとともに、貴重な地域資源を発信する 

ことにより、県民総参加の意識の醸成につなげていくことが重要です。 

 

〔トピックス〕 

・「米沢市の山との暮らしを伝える遺産群：草木塔群

と木流し」が林業遺産に認定（令和元年度申請分、

R2.5.27 登録・認定） 

・認定理由（認定証への記載事項） 

「江戸時代に始まる大規模な薪材流送の歴史を物

語る遺構と、山村民の山や草木への想いを物語る

石碑群」 

・草木塔群と木流しについて 

「草木塔」は、草木への供養や感謝などの思い

を込めて建立されたとされる石碑遺産。江戸中期

頃から建立され、総数は全国で約 200 基程度といわれており、江戸時代の草木塔は全国で 35 基、

そのうちの約半数 17 基が米沢市にあります。 

特に米沢市田沢地区は昔から林業がとても盛んで、米沢藩（上杉氏）の御料林を抱え、薪材を川

を使って米沢城下に送る大規模な「木流し」が、江戸時代から昭和初期まで続いていました。 

米沢市の草木塔は、薪の生産（林業）が盛んであった地区と重複し、「木流し」が行われた川に沿

って建立されており、旧御料林は、現在、一般財団法人田沢自彊会が引き継ぎ、地区住民みんなの

山（材産）として、今も大切にされています。 
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② 森林環境学習 

ア やまがた木育 

本県の森林は県土の７割を占め、ブナの天然林は日本一の面積を誇るなど、緑豊かな自

然環境に恵まれています。これらの森林は、県土の保全や地球温暖化の防止、更には木材

の供給など、県民に多くの恵みをもたらす県民共有の財産であり、後世に守り伝えていく

ためには、県民一人ひとりが森とともに生きていることや、木を活かす暮らしの大切さを

改めて理解し、行動を起こすことができる人づくりが大切です。 

 

このため県では、平成 30年３月に「やまがた木育推進方針」を策定し、森や自然の大切

さを学び、森や木の文化を見つめ直す「やまがた木育」を推進しています。「やまがた木育」

とは、森や自然の大切さを学び、森や木の文化を見つめ直すものです。そして、森や自然

の恵みに感謝し、自然との共生の文化を理解・共感できる豊かな心を育み、森との絆を深

め、暮らしの中に木を活かしていくことです。 

 

「やまがた木育」を推進することにより、幼い頃から育まれる森や自然に感謝できる豊

かな心は、子どもの視野を広げ、地域を愛する気持ちの礎になります。 

 

また、全ての世代に森との絆を深め、暮らしの中に木を活かしていくには、「やまがた木

育」の活動の狙いを明確にしていく必要があります。そこで、「やまがた木育」では、各世

代で、森や木について、「触れる」、「創る」、「知る」という３つの活動を展開し、実施方法

を分かりやすく、具体的な事例を示しながら進めていきます。 

・「森・木」に触れる 

五感を通して体感し、森や木に興味と関心を持つ活動 

・「森・木」で（を）創る 

様々なものづくりを通して、作ることの楽しさや自ら作成したものへの愛着を育む活

動（植林体験などの森づくりも含む） 

・「森・木」を知る 

森林の働きと人との関係や木材の利用と人との関係について、科学的な視点も取り入 

れながら深く学ぶ活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森のスケッチ（R1.5） 木製スプーンづくり（R1.8） 
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さらに、やまがた木育推進委員会や教育関係者の意見を参考に、年齢に応じた教材の作

成、配布も行い、山形の森や木に対する愛着が生まれるよう、意識の醸成に努めています。 

・木育絵本「もりはすごいなあ」を作成し、幼稚園、保育園などに 

配布 

・やまがた木育ブックを作成し、県内全小学校、放課後児童クラブ 

などに配布 

・教材として木製スプーン制作キットを開発し、源流の森などで実践 

・副教材「やまがたの森林」を作成し、県内全ての小学５年生に配布 

・ポケット版教材「森のたんけん手帳」を作成し、県内小学校に配布 

「やまがた木育」を更に推進していくためには、県内各地でやまがた

木育を受けられるよう実施体制の強化（木育拠点、指導者など）が必要です。 
 

イ 県民の森 

県では、野外学習やレクリエーション等の場を提供することにより、県民の森林に対す

る理解向上や保健・休養、教養文化活動、森林保全活動、自然愛護思想の向上等に資する

ことを目的に、野外学習やレクリエーション等の場となる拠点施設として、県民の森を県

内４箇所（県民の森、眺海の森、源流の森、遊学の森）に設置しています。 

 

各県民の森では、立地している自然環境や保有施設のほか、隣接・周辺する施設や地域

文化などを活かしながら、指定管理者により特徴のある管理・運営を行っており、毎年、

様々なプログラムやイベントを開催し、約 30万人の方々に利用されています。 

これまでも多くの方々に利用されてきましたが、更に各県民の森への理解を促進し、森

林環境学習の拠点としていくことが必要です。 

 （参考）県内４つの県民の森 

県民の森（S56.7.28開園、895ha） 

 所 在 地：山辺町・山形市・白鷹町・南陽市 

 指定管理者（R2）：(公財)山形県みどり推進機構 

 年間利用者数（R元）：111,410人 

  主な施設：学習展示館（展示、研修）、森の工房「む・

う・ぶ」（木工クラフト、 研修）、広場、野

営場、フィールドアスレチック、学習林など 

 

眺海の森（H元.6.7開園、294ha） 

 所 在 地：酒田市（旧松山町・旧平田町） 

 指定管理者（R2）：(一社)庄内森林保全協会 

 年間利用者数（R元）：61,383人 

  主な施設：森林学習展示館（展示、研修）、広場、野外

ステージ、ピクニックランド、野営場、薬草

園など 
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源流の森（H11.11.4開園、細越区 120ha、小坂区 180ha） 

 所 在 地：飯豊町（白川ゾーン） 

 指定管理者（R2）：(公財)山形県みどり推進機構 

 年間利用者数（R元）：78,230人 

  主な施設：源流の森センター（展示、映像、研修）、源流

の森ロッジ、森のアトリエ（陶芸、木工）、冒

険の森（プロジェクトアドベンチャー施設）、

野外ステージ、野鳥の森など 

 

遊学の森（H15.6.7開園、有屋ゾーン 424ha） 

 所 在 地：金山町（有屋ゾーン） 

 指定管理者（R2）：㈱グリーンバレー神室振興公社 

 年間利用者数（R元）：42,342人 

  主な施設：木もれび館（体験、学習、交流）、広場、

四阿、日本の森など 
 

 

 

 ③ 県民参加の森づくり 

ア みどり豊かな森林環境づくり推進事業 

県では、森林の有する水源の涵
かん

養、県土保全、自然環境の保全などの公益的機能の維持

増進及び持続的な発揮を図ることを目的に、平成 19 年度にやまがた緑環境税を創設し、

荒廃のおそれのある森林を整備するとともに、県民が行う森づくり活動の推進に取り組ん

でいます。 

 

森づくり活動については、地域住民や NPO、各種団体、市町村などの多様な主体が行う、

植樹や下草刈りなどの森づくり活動や、森林・自然の大切さを学ぶ森林・自然環境学習な

どに対し、やまがた緑環境税による支援を行っており、毎年 200 以上の事業が実施されて

います。 

また、同事業は、県民参加の森づくりを推進する大きな原動力となっていることから、

多様な主体が森づくり活動を行うことができる環境や体制の継続が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

植樹祭（R2.9） 育樹活動時の記念撮影（R2.7） 
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イ やまがた絆の森づくり推進事業 

企業の森づくり活動を推進し、併せて地域の活性化につなげるため、平成 21年度から企

業と県、森林所有者が「やまがた絆の森協定」を締結し、「やまがた絆の森づくり」の取組

を進めており、令和２年度４月現在で、38企業・団体が県内 34地区で活動しています。 

    

企業の社員等が気軽に活動に参加する場となっており、森づくり活動への参加意識が醸

成されることで、「県民参加の森づくりの着実な推進」に貢献しています。 

一方で、絆の森参画企業の増加に伴い、支援体制の充実が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 森づくりサポート体制推進事業 

「県民参加の森づくり」を推進するため、一般県民や

森づくり活動団体、企業による森づくり活動を総合的に

サポートし、令和元年度は 147回の森づくり活動の支援

を行いました。 

 

支援の結果、着実に団体等による森づくり活動が拡大

しており、引き続き森づくり活動を支える体制の整備を

進め、団体の活動を支援する人材を確保していく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自然観察会への講師派遣（R2.7） やまがたの森づくり発表会（R2.11） 

森づくり活動安全研修会（R2.7） 

植樹活動（R1.9） 枝打ち（R2.10） 
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エ みどりの循環県民活動推進事業 

県民に森づくりの大切さについての理解を深めてもらうとともに、県民みんなで支える

森づくりの機運を高めるため、６月第一土曜日を「やまがた森の日」と定めて、令和元年

度は６月１日に酒田市眺海の森で「やまがた森の感謝祭」を開催するなど、森づくりの普

及啓発活動を行っています。 

 

こうした取組を進めてきた結果、森づくり活動などへの県民の参加者数は、平成 19年度

の年間約６万２千人から令和元年度には年間約 10万６千人に増加し、県民参加の森づくり

が広く浸透しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☞今後の課題  

◇森林サービス産業や林業遺産など本県の豊かな森林の魅力を活用した情報発信等による県民

総参加に向けた意識の醸成 

◇県内各地でのやまがた木育の実施体制の充実（木育拠点、指導者、活動プログラムの充実） 

◇子ども達の森や自然に感謝できる豊かな心の育成と、県民の木や森への理解促進 

◇地域住民やNPOなどの多様な主体が行う森づくり活動の拡大とサポート体制の強化 

 

森の感謝祭（R1.６） 

県民参加の森林づくり 参加人数の推移（単位：人） 

99 

101 

103 103 

106 

90

95

100

105

110

H27 H28 H29 H30 R1

千人／年 県民参加の森林づくり参加人数

【第２次計画 R1目標：105千人/年】 
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（４）推進体制・普及啓発 

① 公益法人の組織統合による「やまがた森林
モ リ

ノミクス」の新たな推進体制 

「公益財団法人山形県林業公社」と「公益財団法人山形県みどり推進機構」は、森林・林

業を取り巻く情勢や、「やまがた森林
モ リ

ノミクス」の加速化に向けた新たな課題に対応していく

ため、組織統合を行い新たな体制（公益法人）を構築することとなりました（「やまがた森林
も り

と緑の推進機構」として令和３年４月設立予定）。 

 

県では、この新たな法人による統一的、総合的な運営と連携しながら、県民総参加の「や

まがた森林
モ リ

ノミクス」を一層進めていく必要があります。 

 

〔トピックス〕 

（公益財団法人）山形県林業公社と（公益財団法人）山形県み

どり推進機構の組織統合等により新たな体制（公益法人）を構築

し、県民総参加を牽引する「やまがた森林ノミクス」の推進母体

として総合的に施策を推進します。 

森林経営管理制度の市町村のサポート体制の強化、公社有林の

スケールメリットを生かした効率的な森林整備・木材生産の推進、

県民や企業の参加促進、街・里山・森林（人工林）の全域の森づ

くりの一体的な推進、林業からボランティアまで・大人から子供

までの体系的な人材育成の推進など、県民総参加で取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （公益財団法人）山形県林業公社 （公益財団法人）山形県みどり推進機構 

設立 昭和 42 年 昭和 61 年 

目的 ・森林の維持管理を通じた生活環境の保全 

・木材の安定供給、林業生産性の向上 など 

・緑化事業の推進と緑化思想の高揚 

・林業担い手の育成・確保の推進 など 

主な 

事業 

・公社有林の整備・管理 

・県営林の整備・経営管理の受託 

・木材・バイオマスの生産販売 など 

・ボランティア団体等の活動への支援 

・林業就業希望者への研修、求職者相談対応 

・県民の森、源流の森の指定管理 など 

 新たな公益法人 

事業 ・上記、２公益財団法人の全事業の継承に加え、森林経営管理制度の技術的支援、 

県民参加による森づくり活動の支援、都市との交流事業の支援 など 

合併調印式（R2.10） 

※ 新たな体制（公益法人）が果たす役割 

① 専門的・技術的なノウハウと実行力を有し、重要な施策を統一的、総合的に推進 

 ・ 森林経営管理制度の主体の市町村を強力に支援、地方と都市との交流促進 など 

② 街、里山、森林（人工林）の全域の森づくりを一体的に推進 

 ・ 各団体が分担していた街の緑化、里山の保全、森林の経営管理を一体的に推進 

③ 林業からボランティアまで、大人から子供まで、体系的に人材育成を推進 

 ・ 各団体が役割分担していた、林業事業体、森林ボランティア、緑の少年団などの 

人材育成や活動支援を体系的に推進 

 

 

多様な機能が融合により総合力が発揮され、これらの役割を果たすことにより、

各施策を強力に展開できるとともに、統一的かつ総合的な運営による効率的・効果

的な事務事業の推進が期待されています。 
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② やまがた森林
モ リ

ノミクス県民会議 

平成 25年の「やまがた森林
モ リ

ノミクス宣言」以降、森林資源を活用し地域活性化につなげる

取組を積極的に展開していますが、森林・林業を巡る状況の変化を踏まえ、やまがた緑環境

税と国の施策などをより効果的に活用するため、将来を見据えた幅広い視点による一体的な

議論・検討が必要になっています。 

 

そこで、条例に基づき設置された「やまがた森林
モ リ

ノミクス推進会議」とやまがた緑環境税

を活用した事業の評価・検証を行う「やまがた緑県民会議」を一体化し、令和元年に「やま

がた森林
モ リ

ノミクス県民会議」を設置しました。 

 

委員は、国、市町村、学識経験者に加え、森林・林業・

木材産業をはじめ、建築、観光、工業関係の事業者、教育、

消費生活の関係者や一般県民の参画による県民総参加の

幅広い分野で構成され、知事を議長に、やまがた森林
モ リ

ノミ

クスの一層の加速化に向けた意見交換、各界の連携促進と

情報共有を行っています。 

 

③ 全国森林
モ リ

ノミクスサミット（H27～） 

「やまがた森林
モ リ

ノミクス」を県内外に発信するとともに、全国で行われている森林・林業

に関する先進的な取組事例を紹介・共有し、本県の林業の更なる振興、地域活性化をねらい

として、平成 27年から令和元年まで５回開催しています。 

 
〔トピックス〕 

「第１回全国森林ノミクスサミット in 山形」 

日時：平成 27 年 11 月 27 日 13:00～16:30 

場所：ホテルメトロポリタン山形「霞城 C」 

内容：講演「森林資源を活かした林業振興」 

銘建工業㈱代表取締役社長 中島浩一郎 氏 

   パネルディスカッション 

    テーマ「森林資源を活かした地域創生を目指して」 

    コーディネーター：山形大学農学部教授 野堀嘉裕 氏 

    パネリスト：銘建工業㈱代表取締役社長 中島浩一郎 氏 

          ｵｰｽﾄﾘｱ大使館商務部上席商務官 ﾙｲｼﾞ･ﾌｨﾉｷｱｰﾛ 氏 

          山形県森林組合連合会代表理事会長 佐藤景一郎 氏 

          ㈱シェルター代表取締役 木村一義 氏 

          出羽庄内森林組合 森林施業ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 渋谷みどり 氏 

          林野庁次長 沖修司 氏 

 

「第２回全国森林ノミクスサミット in 山形」 

日時：平成 28 年 11 月 21 日 13:00～16:30 

場所：パレスグランデール「エアルアンティス」 

内容：講演「森林資源の活用による地域再生」～森ではたらく！新たな事例～ 

    ㈱古川ちいきの総合研究所代表取締役 古川大輔 氏 

   パネルディスカッション 

    テーマ「豊かな森林資源を活用した地域の活性化」 

第 1 回会議開催（R1.8） 
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    コーディネーター：東北芸工大建築・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科教授 三浦秀一 氏 

    アドバイザー：㈱古川ちいきの総合研究所代表取締役 古川大輔 氏 

パネリスト：ｵｰｽﾄﾘｱ大使館商務部上席商務官 ﾙｲｼﾞ･ﾌｨﾉｷｱｰﾛ 氏 

          瀬野和広＋設計アトリエ主宰 瀬野和広 氏 

          ㈱天童木工常務取締役製造本部長 西塚直臣 氏 

          金山町森林組合・やまがた緑県民会議委員 阿部多喜子 氏 

          林野庁木材産業課長 宮澤俊輔 氏 

 

「第３回全国森林ノミクスサミット in 山形」 

日時：平成 29 年 11 月 24 日 13:00～16:00 

場所：パレスグランデール「エアルアンティス」 

内容：講演「環境革命の時代・日本の森林の価値を考える」 

岐阜県立森林文化アカデミー学長 涌井雅之 氏 

   トークセッション 

    テーマ「森林資源を活用した地域活性化と森林の再生について」 

    コーディネーター：一橋大学名誉教授 寺西俊一 氏 

パネリスト：林野庁国有林野部長 本郷浩二 氏 

          ㈱伊万里木材市場代表取締役社長 林雅文 氏 

          ナイス㈱代表取締役社長 平田恒一郎 氏 

          山形県森林協会会長理事 細野武司 氏 

 

「第４回全国森林ノミクスサミット in 山形」 

日時：平成 30 年 11 月 30 日 13:00～16:25 

場所：パレスグランデール「エアルアンティス」 

内容：講演「新たな森林管理システムと森林資源の循環利用について」 

    沖 修司 氏（(公社)国土緑化推進機構専務理事、前林野庁長官） 

   トークセッション 

 テーマ「森林資源の循環利用とそれを支える担い手について」 

コーディネーター：細野武司 氏（山形県森林協会会長理事） 

パネリスト：岡山県西粟倉村産業観光課主任 三瀬友美子 氏 

岐阜県立森林文化アカデミー副学長 川尻秀樹 氏 

釜石・大槌バークレイズ林業スクール 手塚さや香 氏 

㈱トビムシ代表取締役 竹本吉輝 氏 

林野庁森林整備部研究指導課長 森谷克彦 氏 

          アドバイザー：沖 修司 氏 

 ※「現地視察」 

  日時：平成 30 年 12 月 1 日 9:00～12:20 

  場所：㈱シェルタープレカット工場（寒河江市）、㈱天童木工本社ショールーム 

 

「第５回全国森林ノミクスサミット in 山形」 

日時：令和元年 11 月 29 日 13:00～16:15 

場所：パレスグランデール「エアルアンティス」 

内容：講演「これからの林業とそれを支える人材の育成について」 

    今井敏 氏（(独)農林漁業信用基金理事長、元林野庁長官） 

   トークセッション 

テーマ「若者と女性の活躍できるこれからの林業とは」 

コーディネーター：山形大学名誉教授 野堀嘉裕 氏 

パネリスト：高知県林業振興・環境部 林業人材育成推進監・兼林業 

大学校副校長 塚本愛子 氏 

マルマタ林業㈱（大分県日田市）合原万貴 氏 

出羽庄内森林組合 渋谷みどり 氏 

林野庁森林整備部長 小坂善太郎 氏 

          アドバイザー：今井敏 氏 
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④ やまがた森林
モ リ

ノミクス大使 

全国的に活躍されている著名人や有識者など、発信力のある方に、

日々の活動を通した様々な場面で「やまがた森林
モ リ

ノミクス」の趣旨

や取組内容等を発信していただくとともに、施策推進に係るアドバ

イス等をいただくことを目的に、「やまがた森林
モ リ

ノミクス大使」と

して依頼しています。 

平成 30 年 11 月 30 日に開催された「第４回全国森林
モ リ

ノミクスサ

ミット in 山形」の講師である沖修司氏に委嘱したのをはじめ、こ

れまで森林
モ リ

ノミクスサミットに参加いただいた講師やパネラーの

方々６名に委嘱しています（R3.1.1現在）。 

 

 

⑤ シンボルマーク 

「やまがた森林
モ リ

ノミクス」の取組を更に充実させ、機運

醸成や普及啓発を強化するため、東北芸術工科大学の中山

ダイスケ教授（当時、現学長）に御協力いただき、シンボ

ルマークを作成し、平成 30年２月９日に発表しました。 

このシンボルマークは、同大デザイン工学部の学生有志

が作成に携わり、山形県の「山」という文字の形をシンボ

ルとしてデザインし、「鳥」、「緑の葉」、「赤い実」がそれ

ぞれ山形県の多様な生き物、豊かな木々、豊かな実りを表しており、豊かな森林資源を活用

して地域活性化を図る「やまがた森林
モ リ

ノミクス」を県民総参加で推進するため、様々な場面

で使用されています（平成 30年９月 28日付け商標登録済み）。 

 

 

これまで「やまがた森林
モ リ

ノミクス」の普及を図ってきましたが、令和元年に実施した県政

アンケートで、「『やまがた森林
モ リ

ノミクス』という取組について知っているか？」について、

「知っている」の 24.2％に対して「知らない」が 72.3％と、「知らない」が大半の結果にな

りました。特に若い世代（40歳未満）の「知っている」は 14.3％であり、他の世代に比べて

低くなっています。「緑の循環システム」の構築のためには、「やまがた森林
モ リ

ノミクス」の取

組を広く周知することにより、県民の参加意識を高めることが不可欠です。 

 

 

 ☞今後の課題  

◇特に若い世代への「やまがた森林ノミクス」の取組に関する普及啓発の強化 

 

 


