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第3章 広島市の森林の危機

１ 広島市の森林の課題
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広島市の森林、特に中山間地域の森林では、人の手が入らず、放置され、荒れ果て
ている所が増えています。

原因は、森林所有者の経営意欲の減退、高齢化、境界の不明確化、不在地主の増加
など様々なことが考えられます。

森林は、適切に管理されることで、水を育み、山崩れを防ぎ、快適な生活環境など
計り知れない恩恵をもたらしてくれます。

昔、燃料を木に頼っていた頃、人々は山に入り、不用な木を伐って薪として保管し
ていました。この薪を使って風呂をわかしたり、暖房に使ったりしていました。この
行為こそが、山の管理に繋がっていたのです。

人工林では、伐採した木が高い値段で売れない、売ったとしても採算が取れないか
ら伐らない、たとえ伐ったとしても再造林の費用までは捻出できないから、伐採跡地
は、そのまま植林されずに放置されるという状況が多く見られます。

このまま手入れ不足の森林や伐採跡地を放置しておくと、土砂災害の危険を高めた
り、安全でおいしい水を得ることが出来なくなったり、私たちの生活環境を悪化させ
るなど、直接私たちの生活に悪影響を及ぼすことになります。

放 置 さ れ 、 荒 れ 果 て た 森 林



(1) 間伐が必要な森林の増加

間伐は、林木が成長過程で過密状態
になり、成長が阻害されている森林に
おいて、その林木の一部を伐採するこ
とにより、残った木の健全な成長と生
産物の質を向上させるための大切な作
業です。

本市では、平成２３年度に木材の大
型集出荷加工施設が近隣に建設された
ことで、間伐材は以前と比べると飛躍
的に利用されるようになりました。

しかし、これは、これまで山の中で
利用されず放置されていた間伐材が積
極的に利用されるようになっただけで、
手入れされず放置されている人工林は、
依然として半数程度あります。

世界の森林は、過度の利用によって
減少、荒廃していますが、広島市の森
林は、資源として十分に利用されない
ことから荒廃が進み、世界とは違う形
で劣化しています。このような状況が
拡大すると、気象害に弱い森林となる
ばかりではなく、土砂災害防止や水源
かん養などの公益的機能を十分果たす
ことのできない不健康な森林となりま
す。

間伐等の手入れがされていない人工林

間 伐 直 後 の 人 工 林
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第3章 広島市の森林の危機

(2) 松くい虫の被害

松くい虫とは、松を枯らす伝染病です。夏
の終わり頃、緑色の葉が急に黄色・赤色へと
変化し、やがて枯れていく松は、この被害に
遭ったものです。

これは、マツノマダラカミキリというカミ
キリムシが若枝の樹皮を食い荒らす際に、自
分の体に付着しているマツノザイセンチュウ
（松材線虫）という人の目でやっと見える程
度の小さな虫をマツの中に移すことによって
引き起こされます。
広島市の松くい虫の被害は南部から北部へ

と進行し、だんだんマツが減ってきています。
松くい虫被害林（安佐北区大林町）

(3) ナラ枯れ病

ナラ枯れ病とは、ナラ・シイ・カシ類な
どのブナ科樹木に、カシノナガキクイムシ
が進入し、ナラ菌を樹体に感染させ、菌が
増殖することで、水を吸い上げる機能を阻
害して、枯死させる伝染病です。

本市では、平成22年度に初めて佐伯区
湯来町で確認されており、確認以降、防除
対策を行っています。

又、平成26年度には、安佐北区可部町
でも発生が確認され、被害の拡大が懸念さ
れています。

ナラ枯れ被害林（佐伯区湯来町）

マツは成長が早いことから、紙の原料として製紙会社が中心となり、昭和25年
（1950年）から昭和45年（1970年）頃までに多く植林が行われました。し
かし、植林された人工のマツは成長が悪く、現在では天然のマツや広葉樹林に代
わってきています。
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(4) シカによる被害

広島市のニホンジカは、安佐北区の
白木山系を中心に生息していたものが、
一時的な保護政策や植林地の拡大など
により急速にその数を増し、現在では、
白木地区のほか高陽地区、可部地区や
安佐地区、更には東区、安芸区にまで
生息域を拡大してきています。

この結果、天然林・人工林を問わず、
新しく植林した苗木への食害や樹木の
皮はぎなど、森林への被害が増えてき
ています。

(5) 利用度が低下した里山林

人々の生活空間の近くにあって、戦
前から、燃料、堆肥、食糧調達の場と
して利用されてきた里山林は、利用さ
れることで健全な状態を維持してきま
したが、今ではつる植物類や低・中木
が密生する暗い森林へと荒廃してしま
いました。

近年は、手入れの行き届かない里山
林が増加したことにより、野生動物に
よる被害が増え、また、里山が不法投
棄の場となるなどの問題も発生してい
ます。

さらに、里山特有の貴重な動植物の
減少も危惧されています。

センサーカメラに映ったシカの群れ
（ 安 佐 北 区 白 木 町 ）

荒 廃 し た 里 山 林

第3章 広島市の森林の危機
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(6) 放置竹林の拡大と周辺森林の荒廃

日本では、戦後、タケノコの栽培
や、竹材の生産が盛んになり、農業
資材、工芸材料として利用されてき
ました。

近年、タケの代替品の普及や、諸
外国からの安価なタケノコや竹材輸
入の増加、農家の高齢化や担い手不
足により、手入れのされない放置さ
れた竹林が増えています。

竹は、樹高の成長に多くの光を必
要としないため、森林内で光を遮る
ほど繁茂し、その他の主要な樹木の
成長を阻害します。

荒廃した竹林と手入れが行き届いた竹林
（ 佐 伯 区 湯 来 町 ）

第3章 広島市の森林の危機

又、地下茎は地表から平均20～
30cmの深さで、地中を網の目のよ
うに広がり、一年間に１～２ｍ伸び
ていきます。このため、新しい地下
茎が竹林の外へ進出し、拡大するた
め、隣接する里山林の存在も脅かし
ています。
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２ 森林の危機をもたらした原因

(1) 低迷してきた広島市の林業

我が国では、昭和２０年代～３０年代にかけて、戦後復興の需要により、多くの木材
が求められていました。

当時、戦時中の乱伐により木材が不足していたことから、広葉樹の天然林を伐採して、

スギやヒノキなどを植える、いわゆる「拡大造林」が実施され、森林資源を増大させる
政策が国主導で強力に推し進められていました。

しかし、３０年代の外材の輸入自由化により、国産材の価格は下がり続け、現在では
当時の１／３まで落ち込んでいます。また、これだけ豊富な森林資源を有しながら、木
材自給率は３０％を割り込む状況となっています。

このような状況で、広島市においても、林業は大きく衰退しました。その結果、森林
所有者の管理意識は低下し、手入れされず放置される森林が増えてきました。

こうした状況を打開し、林業を活性化させるためには、木材の搬出等作業コストを下
げるための作業道や集材路の整備、高性能林業機械の導入などの整備が不可欠ですが、
急峻な地形が多い等の理由により、なかなか進みません。

森林整備作業を担う林業事業体の作業職員も高齢化が進んでおり、新規作業職員の採
用や、熟練職員から若手職員への林業技術の伝承が急がれます。

また、本市の森林は、共有林を個人へ分割した森林が多く、その一人当たりの所有面
積は極めて少なく、小さく分散しているのも特徴です。

さらには、近年、世代交代や山離れにより、隣との境界線が不明になる森林が増えて
おり、このような状況は、林業経営にとって非常に不利な条件となっています。

第3章 広島の市森林の危機
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(2) 市民生活と遠い存在となった里山林

里山林とは、農山村集落において、薪炭やしいたけなどの特用林産物を採取する森林
のことで、人々の生活と深い関わりを持っていました。

戦後から、高度成長期へ移行する１９５０年代の燃料革命により、薪や炭は使われな
くなり、燃料の生産場所であった里山林の存在意義は、急速に薄らいできました。放置
され、手入れがされなくなった里山林は、ある場所ではスギやヒノキの人工林に、ある
場所ではササなどが生い茂る藪林へと変化していきました。

管理が行き届かなくなった里山林は、つる植物類が繁茂する藪となり、人の侵入を阻
害し、多様な生物の繁殖の面でも悪影響を及ぼします。

また、こうした里山林は、しばしばゴミの不法投棄の場所ともなり、ますます生活環
境を悪化させます。

また、かつては、代表的な里山の景観であった竹林は放置され、周辺の森林を浸食し、

種の多様性や環境の悪化を引き起こしています。

こうした管理が行き届かず、荒れた里山林は本市域内においても増加しています。

第3章 広島市の森林の危機
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(１) 広島市の林業の現状

第3章 広島市の森林の危機

最近になって、長らく低迷を続けてきた本市の
林業にも希望が見えてきました。

成熟期を迎えた県内のスギやヒノキの森林資源
を積極的に有効活用することを目的として、集出
荷から製材まで一体となった事業拠点が、平成２
４年度に北広島町の大朝工業団地に整備されまし
た。（集出荷施設は、平成２１年度に整備済）

これを受けて、県、市町、林業事業体による林
業振興対策協議会を設置し、前述の木材集出荷施
設を拠点とした木材の安定供給に資する取組を
行ってきました。

こうした取組により、広島県内での木材生産量
は、平成22年度の7万7千㎥から、平成25年度に
は、22万㎥と飛躍的に伸びています。

北広島町 木材集出荷・加工施設

３ 林業の再生に向けて
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健全な森林における木材生産サイクル



(２) 広島市の林業の再生のために

広島市の人工林は、平均樹齢が６０年を超え、本格的な利用期を迎えつつあります。
今後、この豊かな森林資源を最大限有効に活用していくためには、健全な人工林の育
成、木材生産・加工・流通体制の整備、木材の利用拡大等に取り組んでいく必要があ
ります。

① 適切な保育による健全な人工林の育成
健全な人工林を育成し、優良な木材を生産するためには、人工林を適切に管理し、

適期に必要な保育作業を実施することが必要です。そのためには、適期での保育作
業の実施、また、管理が行き届かず放置されている人工林については、森林所有者
への施業の啓発を行うとともに、放置されている原因を解消するための支援、例え
ば境界明確化に対する支援等を行う必要があります。

② 安定的な木材生産・加工・流通体制の整備
安定的に木材を生産していくためには、今後、積極的に木材を生産していく区域

の設定、当該区域内で実施される木材生産のための施業の集約化、路網整備や高性
能林業機械の導入による低コスト作業システムの構築、現場技術者等人材の育成・
指導・地元製材加工業者との連携等を行う必要があります。

③ 木材の需要拡大
木材の需要を拡大させるためには、建築用材や土木用資材、公共施設への利用促

進、森林内に眠っている林地残材の木質バイオマス資源としての利用、燃料や製紙
用材、さらには家畜の敷料など幅広い利用を促進していく必要があります。

第3章 広島市の森林の危機
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適正な管理が行われている人工林 森林施業に必要な作業道 木 材 の 搬 出 状 況



広島市には、多くの森林ボランティアの方々が、地域の森林を健全で快適な空間とな
るよう、日々汗を流しています。

また、平成８年度から森林ボランティアの養成講座を開催しており、平成２５年度末
現在で、約５５０人の皆さんが講座を修了されています。

かつて、森林づくりは、森林所有者や林業事業者の自助努力に委ねられていましたが、
現在は、多くの市民の皆さんにも支えられています。

今後は、より一層、森林から恩恵を受ける市民全体で森林を支えていく必要があります。

そのためには、森林づくりを支える役割分担やしくみ、情報の共有、参加への動機づ
くりについて、市民全体で検討し、取り組んでいかなければなりません。

第3章 広島市の森林の危機

４ 森林づくりを支える人々とともに
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私たちの生活に密着した森林


