
高知県の森林･林業施策について
ー 地域の持続と責任ある供給（木材・エネルギー）をめざして ー

高知県　東京事務所
小野田　勝

平成３０年６月２８日 はるのガーデン(高知市、福祉施設６Ｆ)
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農業用温風ボイラー
(南国市、園芸ハウス)



○豊富な森林資源を最大限に活かして中山間地域の活性化を目指す
○本県の強みの源泉である中山間地域の活性化により、本県の持続的な成長を実現

　林業振興の意義
○中山間地域は国土面積の約７割
○高知県は、約９割が中山間地域であり成熟した豊富な森林資源が充実
○さらに中山間地域は、“自然や食”など、本県の強みの源泉

◆森林面積　　 　　　約６０万ｈａ （森林率 　  ８４％  全国第１位）　　　　　　　　

◆人工林面積　　　　約３９万ｈａ （人工林率　６５％ 全国第２位）

◆人工林総蓄積量　約１億６，６００万ｍ3　（全国第２位）

◆年間成長量　　　　約３００万ｍ3（年間原木生産量の約５倍）
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高知県の人工林の齢級配置

○森林経営管理法（新たな森林管理システム）
・　意欲のない森林所有者から、市町村が経営管理を受託し、市町村が意欲と能力
ある林業経営者へ再委託、又は、市町村が自ら管理

・　所有者が不明の場合でも、市町村が管理できるよう手続きの特例を措置

「林業の成長産業化」と
「森林資源の適切な管理」
を両立

・　不在村者保有の森林面積
の割合　２４％（全国）

・　登記簿上の所有者不明土
地の割合　２６％（全国）　

森林経営管理法により
集約化は大きく進展！

集約化により、
生産性の向上、計画的な生産が可能

２



　
　●高齢化の加速、狭隘な土地

（事業戦略の策定・実行支援、新技術の導入促進、地域アクションプランの推進）●下請け企業が多い
　 県内での加工度が低い
　　　　　　　　　　

Ⅰ 「地産外商」を進めるためのポイント

ものづくりの地産地消の推進、産学官連携による新技術・商品開発

　　　　◆　新産業創出　

ものづくり産業（商工業）
（地産地消⇒地産外商、高次産業化）

IoT関連産業

②外商の強化
　●小規模・零細事業者が多い

外商のプラットホームの設置（高知県地産外商公社、ものづくり地産地消・外商センター等）
流通の仕組みの構築（高知家の魚 応援の店　等）

    

③人材の確保
　●担い手・後継者不足　
●新たな事業展開に伴う
　 人材の必要性　　

人材育成事業の展開（土佐ＭＢＡ 等）

 　　　「地産外商」を進めるためのポイント１

移住促進策と各分野の担い手確保対策との連携

①地産の強化
生産性・付加価値の向上

 　　　重点対象となる産業分野２

◆　第一次産業
（農業・林業・水産業）

コンテンツ関連産業防災関連産業

食品産業

観光産業

３

　高知県産業振興計画の戦略の柱　＝ 「地産外商」 の推進



　○木質バイオマス発電所　　
　　 （H27稼働、県内2ヶ所）

○製材工場の強化
　 ・事業戦略の策定支援
　 ・人材育成、設備整備支援
   ・大型製材工場（H25稼働）

○トレーラー等による
　 低コスト・定期輸送

○高次加工施設の整備
　 ・CLT用ラミナ工場（H28稼働）

　 ・集成材工場（H28稼働）

　　木質ペレットボイラー

○TOSAZAIセンター

○韓国・台湾等を
　 ターゲット

構築した川上から川下までの仕組みを生かして、“森の資源”を余すことなく活用

②　加工体制の強化

①　原木生産のさらなる拡大
○生産性の向上

県外

海外

③　流通・販売体制の確立

④　木材需要の拡大

 ○ＣＬＴの普及

⑤　担い手の育成・確保

高性能林業機械

○林業大学校

○小規模林業

○A材の需要拡大と販売促進
　・住宅、低層非住宅
　・内装材等

森林組合の
生産工程改善

　　　高知おおとよ製材

○フォレストスクール

路網整備 Ｈ30専攻課程の開設

４

　産業成長戦略（林業分野）の展開イメージ
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　高知県における産業振興計画（林業分野）の取り組み状況

○原木生産のさらなる拡大
　・効果的に原木生産を行う「森の工場」を整備
　・高性能林業機械の導入や路網整備を推進

○担い手の育成・確保
　・林業学校の開校（Ｈ27）による即戦力となる担い手の育成・確保

○加工体制の強化
　・大型製材工場の整備（H25稼働）　【年間原木消費量　１０万㎥】

　・ラミナ（ＣＬＴ含む）工場の整備（H28稼働）　【年間原木消費量　５万㎥】

○木材需要の拡大
　・Ａ材（良質材）：高付加価値の商品づくりによる木材需要の拡大
　・Ｂ材（中質材）：ＣＬＴ等による木材需要の拡大

　・Ｃ材（低質材）：木質バイオマス発電施設の整備（Ｈ27稼働）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【年間原木消費量　22.8万㎥】

○担い手の育成・確保
　・林業大学校において「木造設計コース」を開講（Ｈ30）

○林地集約化の促進（森林所有者情報の

　 効率的な取得等）

○原木生産の生産性の向上によるコス
　 トの低減（高性能林業機械の導入、基幹的

　 な林道の整備等）

○即戦力となる担い手の育成・確保（林

　 業大学校での育成、小規模林業の支援等）

○中小零細企業の経営力の向上（製品

　 の高付加価値化等）

○需要に応じた製品の供給力の向上（乾
燥材の生産、ＪＡＳ材の供給等）

○新たな商品開発により、Ａ材を中心と
　 した需要の拡大（内装材の開発等）

○ＣＬＴ等を核とした非住宅建築物の木造
　 化・木質化の推進（経済同友会やＣＬＴ首
　　長連合との連携、木造を提案できる建築士の
　　育成等）

取り組みの成果

本県のボトルネックであった木材加工や木材利用分野を先行して強化して
きた結果、素材生産現場の機械化が促進され、原木生産量の増加につな
がる好循環を実現
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さらなる飛躍に向けて

構築した川上から川下までの仕組みを活かし、さらなる林業・
木材産業の振興に向けて、それぞれの過程でのボトルネック
の解消と全体最適化が必要

【素材生産量　　Ｈ22：40.0万㎥　→　Ｈ28：62.8万㎥】

【県産材品の出荷量　　Ｈ24：　201千㎥　→　Ｈ28：　227千㎥】

【第１期生：14名、第２期生：19名、第３期生：20名　合計53名】

【平成26年3月に日本初のＣＬＴ建築が本県に完成（現在までに13棟完成）】

○流通体制の確立
　・トレーラー等による流通の効率化による取引の拡大

【流通拠点等による取引量　　Ｈ24：2，945㎥　→　Ｈ28：5，024㎥】

○高付加価値製品の販路開拓（外商体制

　 の強化、流通拠点の整備、産地近接型の流
通網の強化等）

５



・低コスト・ジャストインタイムで供給できるサプライチェーンの構築
・プロダクトアウトからマーケットインへの生産体制の変革

ＩｏＴ、ＩＣＴ技術を活用して各段階での情
報把握を容易にし、川下の需要に応じた
川上、川中での生産、在庫の適正管理
によるコストダウン

川上
　（森林現場）

・長期的な生産計画・生産管理
・需要に応じた弾力的な生産
・森林資源情報把握

サプライチェーン・マネジメントの最適化

ジャストインタイム ジャストインタイム 川下
　住宅、非住宅
　内装、家具
　木質バイオマス

川中
　（加工・販売）

ボトルネックは原木供給の不確実性！
集約化がその解消のカギ

◎原木供給の不確実性により、需要の変動に応じ
た供給が困難

　
　集約化により原木供給の不確実性を縮小
　　・効率的・効果的な路網整備による生産性向上
　　・長期的に事業量を確保でき、計画的な、また、
　　　弾力的な生産が可能

生産情報

調達情報

　需要側の情報を川上、川中に提供

・川下の需要に応じた生産
・生産に応じた原木調達

生産情報

調達情報

量・質・時期 量・質・時期

丸太 製材品

林業・木材産業全体を大幅に拡
大するには不可欠！

川上とあわせ更なる木材需要の拡大
　

森林経営管理法案により集約化は大きく進展
８

・ＣＬＴを核とした非住宅建築物等の木造化・木質
化の推進

・一般製材品(Ａ材)を活用した商品開発、普及
・内装材など高付加価値商品の開発

建材としての魅力の高まり
他の建材との競争力が向上納期の短縮、コスト縮減

強力なスマート林業・木材産業クラスターの形成
林業・木材産業
の目指すべき姿

６



低質材の需要が大幅に拡大　　→　　林業及び関連産業による雇用の場の創出
◆ 木質バイオマス発電施設の概要

原木の生産・運搬

林業関係事業者等

発電事業者

原木生産や運送等に従事
する方の給与所得増加に
よる間接的効果

県内への波及効果　　　（1施設での試算）

　　
　全体の経済波及効果（年間）

　約１,２４９百万円
全体の雇用誘発効果（年間）
　　約１４２人

２０年間
の継続

事業体名
土佐グリーンパワー（株）

（高知市）
（株）グリーンエネルギー

研究所（宿毛市）

ＦＩＴ運用開始 平成２７年３月９日 平成２７年１月１５日

施設内容
　送電規模　　　　５,６５０kw
　年間送電量　約４,０００万kwh
(一般家庭約１１，００世帯分に相当)

  送電規模　　　　５,８００kw
　年間送電量　約４,５００万kwh
(一般家庭約１２，００世帯分に相当)
  木質ペレット年間生産量
            　　  　約５,０００トン

直接雇用者数
２２人

（県内採用７３％）
２９人

（県内採用７３％）

事業費 約３５億円
約３８億円

（発電及び木質ペレット製造施設）

木質チップの
年間使用量

約８７,０００トン
発 　　電 　　用　約９３,０００トン
木質ペレット用　約１０,２００トン

［ 土佐グリーンパワー（株） ］ ［ （株）グリーン・エネルギー研究所 ］

　木材需要の拡大（木質バイオマス発電利用）

７



【バイオマスボイラー導入台数】(H29年度末現在)

            ◆合計台数　　 ２７６台
　

            ◆分野別の割合･･･園芸施設　　227台(82.2%)
　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 冷暖房施設 　11台( 4.0%)
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 温泉施設　　 19台( 6.9%)
　　　

　　　　　　　　　　　　　　 その他　　   19台( 6.9%)

① 木質バイオマス導入事例
 　ペレット焚き冷暖房
　　　 （なごみ中芸）

② 木質バイオマス導入事例
　 ペレットボイラー
（県立牧野植物園 南園温室） ※平成28年 木質バイオマスエネルギー利用動向調査（林野庁）より

◆森林資源の有効活用による林業振興
　原木換算（低質材の利用量）…約３万５千m3／年

◆地域経済の活性化（エネルギーと資金の地域内循環）
　重油換算(削減量)…約6,500kL/年　約５．２億円/年　←燃料代の域外流出抑止額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         

※重油単価：８０円/Ｌで算出
◆地球温暖化対策への貢献
　ＣＯ２削減量…約17,600t-CO2/年　約９千７百万円/年　CO2削減効果
　　　　　　　　　　　　　※二酸化炭素に関する原単位：5,500円/t-CO2　※林野庁事業評価参考単価表(平成28年度版)
　　　　　　　　　 約3,350世帯分  （約5,270kgCO2/世帯 ※全国地球温暖化防止活動推進センター 2012）
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　木材需要の拡大（木質バイオマス熱利用）

８

【熱利用】　熱利用による地域循環型のエネルギー利用への転換→平成２１年度から施設園芸を中心に急速に普及　



高知県森林組合連合会
　　　　　　事務所

県立農業担い手育成ｾﾝﾀｰ
長期研修用宿泊施設

高知県自治会館
【上部３層木造】

◇所在地：大豊町
◇用途：共同住宅　3F
◇延べ床面積　約260㎡
◇完成：H26.3
◇設計：日本システム設計
◇施工：岸之上工務店

◇所在地：南国市
◇用途：事務所　2F
◇延べ床面積　約1,200m2

◇完成：H28.3
◇設計：ふつう合班
　 　　　　ＨＦ設計
◇施工：岸之上工務店

◇所在地：四万十町
◇用途：寄宿舎　2F
◇延べ床面積：約720m2

◇完成：H28.5 
◇設計：田中建築設計事務所
　　　　　日本システム設計
◇施工：田邊建設

◇所在地：高知市
◇用途：庁舎　6F
◇延べ床面積　約3,600m2

◇完成：H28.9
◇設計：細木建築研究所
　　　　   桜設計集団一級建築事務所
　　　　　 樅建築事務所
◇施工：竹中工務店四国支店

窪津漁業（協）事務所高知おおとよ製材社宅

◇所在地：土佐清水市
◇用途：事務所　2F
◇延べ床面積　約250m2

◇完成：H28.1
◇設計：建築舎ＫＩＴ
　　　　　 ＫＡＭ設計工房
◇施工：笹工務店

田井高齢者福祉施設

◇所在地：土佐町
◇用途：福祉施設　2F
◇延べ床面積　約590m2

◇完成：H28.5
◇設計：鈴江章宏建築設計事務所
　　　　　 ＨＦ設計
◇施工：岸之上・筒井特定ＪＶ　　

◇所在地：香美市
◇用途：学校　2F
◇延べ床面積　約1,460m2

◇完成：H29.10
◇設計：細木建築研究所
　　　　　桜設計集団一級建築事務所
◇施工：岸之上工務店

◇所在地：北川村
◇用途：宿泊施設　2F
◇延べ床面積：1,470㎡
◇完成予定：H30.5
◇設計：倉橋建築計画事務
所
　　　　　日本システム設計
◇施工：田邊建設

◇所在地：高知市
◇用途：福祉施設　6F
◇延べ床面積　約2,610㎡
◇完成：H30.4
◇設計：高橋設計
　　　　　山本構造設計事務所
◇施工：ミタニ建設工業

◇所在地：馬路村
◇用途：事務所　2F
◇延べ床面積　約122m2

◇完成：H29.11
◇設計：建築舎ＫＩＴ
　　　　　北添建築研究室
◇施工：建築工房縁e

県立林業大学校宿毛商銀（信組）事務所 馬路村森林組合事務所 北川村温泉ＳＴ柳町Ⅰ　 はるのガーデン
【上部４層木造】

　高知県におけるＣＬＴ建築物

◇所在地：高知市
◇用途：店舗・事務所　3F
◇延べ床面積　約240㎡
◇完成：H29.6
◇設計：建築設計群無垢
　　　　　桜設計集団一級建築事務所
◇施工：大旺新洋

◇所在地：宿毛市
◇用途：事務所　2F
◇延べ床面積：約800m2

◇完成：H29.6
◇設計：艸建築工房
　　　 　  山本構造設計事務所
◇施工：山幸建設

溝渕林業倉庫

トラスト建設事務所

四国森林管理局 嶺北森林管理署

津野町森林組合事務所

完成した施設：１４棟 建築中又は設計中の施設：６棟

県立心の教育センター 香南市子育て支援センター

香南市新庁舎

北川村地域ｺﾐｭﾆﾃｨ施設９



木造設計コース（定員：10名）

木造住宅から
中大規模木造
までの設計技
術などを身に
つけた、木造
建築のプロデ
ューサーを養
成します。

林業技術コース（定員：10名）

高性能林業機
械のメンテナン
スや架線技術
などを 身につ
けた、 林業技
術のエキスパ
ートを養成しま
す。

森林管理コース（定員：10名）

森林GISの活
用や施業プラ
ン書の作成な
どを身につけ
た、林業経営
の中核を担う
人材を養成し
ます。

　新しい森の文化、森の技術を
　高知で創造しましょう
　　　　　　初代校長　隈 研吾

高知県の林業を担う素晴らしい人材を育てることを目的として平成27年4月に先行開校した高知県立
林業学校は、新たに専攻課程を加え高知県立林業大学校として本格開校しました。

Photo(C)J.C.Carbone

林業に必要な知識・技術を基礎から学び
即戦力となる人材を養成します

　●林業技術や林業機械の操作、森林路網の
　　開設など実践型のカリキュラム
　●研修期間内に林業現場で必要な12の特別
　　教育の受講及び技能講習修了証を取得

卒業後の活躍の場
森林組合や林業関係企業

卒業後の活躍の場
森林組合や林業関係企業

卒業後の活躍の場
設計事務所、工務店　など

森林･林業の知識や技術を習得した優れた人材を確保･育成し､林業の成長産業化を目指す

　基礎課程（定員：20名）

　専　攻　課　程
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　担い手の育成・確保　＜高知県立林業大学校の本格開校＞




