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はじめに 
 
被害著しい赤城南面地域の松枯れ林地再生に寄与するため、プロジェクトを立ち

上げてから今年度、３年目の最終年を迎えた。 
１年目の平成２２年度は赤城南面地域の森林の概要として、その歴史に始まり森

林の現況、松枯れ被害と対策の状況，松くい虫被害跡地の森林造成の事例紹介等を

森林現況報告書としてまとめた。 
２年目の平成２３年度は赤城南面地域の松枯れ林地の再生を図るためには、森林

所有者のみに委ねておくのではなく、社会資本として国民参加による森林づくりを

目指す必要があることから、その推進方策を分かり易く解説した「赤城地域の森づ

くりガイド」としてまとめた。併せて、森林造成の基盤である土壌について代表的

な地形や自然植生を勘案した土壌調査結果を報告書としてまとめた。 
３年目の最終年、平成２４年度は当プロジェクトの核心となる２００年の森づく

りデサインをまとめた。 
 
群馬県の松くい虫被害状況は、平成４年度以降減少傾向で推移しているものの、

前橋市では空中散布中止の平成１５年度以降高い被害状況が続いており、終息する

兆しがない。 
日頃、よく目にした昭和の森をはじめ嶺公園、畜産試験場防風林の松林はとっく

に姿を消したし、赤城南麓広域農道沿線の松林もかつての景観はない。 
地元、赤城南麓森林組合の調査では、赤城南面地域の松林の被害面積は松林総

体の６０％と推測され、マツノマダラカミキリの生息限界といわれる７００ｍ以上

でも被害拡大傾向にあり、全く先の見通しの立たない危機的状況にある。 
 

元々、この地域は火山灰土壌で土壌条件が余り良くないため、水土保全や干害防

備等の保安林に指定された森林が８割近くを占めている。 
被害を受けた林地は保水機能が低下し、不安定な状況になっていることから、昭

和２２年のカスリン台風被害や近年、度々発生するゲリラ豪雨を考えると機能回復

のための早急な復旧整備が必要と思われる。 
今後、松くい虫被害を克服して持続可能な森林作りを進めるためには、木材生産

主体の施業方針を見直し、自然条件や社会の要請に十分に対応した、いわば適地適

木で，病虫獣害や災害に強く、しかも生物多様性に富んだ多様な森林作りが理想で

はないかとここに長期視点にたった２００年の森づくりデザインを提案するとこ

ろである。 
 
今後この森づくり提案に沿って松くい虫被害地の復旧を図るには森林所有者の

経営方針にかかっている。 
 国、県、市有林のいわゆる公有林は各機関が森林計画に基づいて責任を果たすこ

とになるが、問題は前橋市の森林面積の５７％を占める個人所有者の森林である。 
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保安林など社会的要請の高い森林には優遇措置はあるものの、松くい虫被害林は

伐採収入がほとんど考えられないことから、個人所有者は実行に対して躊躇が予想

される。                                              

 近年、社会貢献として森林の育成に係わりたいという企業やボランティアが増え

ている。 
次世代以降の人達の環境と資源に対して責任を果たすために、森林所有者との共

通認識にたって支援の輪が広まることを切に望みたい。 
 

  
    前橋市金丸町被害地          前橋市富士見町被害地 
   

Ⅰ. 目的 

  従来、植林することは将来資産としての目的を持った行為であった。前生林を

伐採しその収益を植林の経費に当て、次世代へ資産として相続することが第一の

目的として、森林所有者の当然の行為として継続されてきた。 
  しかし、木材輸入増大による国産材価格の下落、それに伴う林業従事者の減少

と高齢化が顕著になり、未整備森林の増加、木材流通の停滞などさまざまな弊害

が現れている。 
  戦後経済の発展とともに植栽し、育成した現在の森林にはこうした状況下にあ

って、本来の伐採時期を過ぎ高齢化している。 
もとより、長伐期育成としての高齢林造成である場合は別としても、多くの造

成森林は間伐不足からなると考えられる過密林となっているのが現状である。 
  また、この前橋市管内で特に深刻な問題は松くい虫被害による森林衰退である。 

過密な未整備林は手入れをすれば再生可能となる林分も見られるが、松くい虫

被害林に関しては植林等による整備が不可欠の状況ともなっている。 
従って、都市近郊に位置する当地にあっては、水土の保全、生活環境の保全、

生物多様性の保全、レクリエーション的利用等、森林の環境保全機能を重視する

とともに、循環型資源である木材生産も考慮した、多様で健全な森林づくりを進

めるものとする。 
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Ⅱ. 赤城山麓の森林立地概況 

1. 地況 

 (1) 地形・地質 

 当該森づくりの対象となる森林の母体となる山体は、赤城火山である。赤城火

山は、関東平野の北縁にある標高 1,828m の黒檜山と駒ケ岳、長七郎山、地蔵岳、

荒山、鍋割山、鈴ケ岳、船ケ原山の古期及び新期の成層火山からなっており、カ

ルデラ及びカルデラ湖を持つ複成火山である。それぞれの山は、山頂部周辺はか

なり開析が進んでいるが、山麓は開析の進行が緩やかで、一見、一続きの面とい

った顕著な原地形を多く残している特徴を有している。しかしながら、この山麓

緩斜面においては、南西、南、南東麓は深さと幅の小さい谷が無数に刻まれてい

るところも見られ、北西麓とは異なった開析地形を見せている。   
森づくりデザイン策定事業の主体をなす赤城火山の南山麓の地質は、低地にロ

ーム、中麓域に火山砕屑物と一部区域に安山岩質岩石からなっており、とりわけ

火山砕屑物に覆われている区域は広大となっている。 

 
赤城山麓土壌断面（黒色土） 

 
 (2) 土壌 

 森づくりデザイン策定事業の主体をなす赤城火山の南山麓及び南東山麓の土壌

は、黒色土の分布が大半を占めている。 
 森林土壌の生成には、その生成因子として、気候、地形・地質、母材、生物、

そして時間である。これらの因子が深く関わりをもちながら因子の違い等によっ

て様々な土壌が生成されるといわれており、さらに付け加えて言えばその土地の

古き時代からの土地利用の形態があげられる。 
 多くの分布をみる黒色土は、母材の火山灰が主体であることと、赤城山の噴火

活動が終息後、永年の時間経過を経て草本植物の分布が始まることとなるが、こ

の草原時代が永きにわたったこと、古代人類から近代にいたるまで人による草地

としての利用等が黒色土の生成に深く関与したと考えられる。 
 赤城山周辺にはこの黒色土のほか、開析の進んだ急斜地などに褐色森林土がわ

ずかに分布し、また、標高 1,300m～1,400m 以上に暗色系褐色森林土、ポドゾル
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が出現する。 
黒色土及び褐色森林土は乾性から湿性までの土壌がその地形の変化に応じて出

現しており、土壌の違いによって林木の生長など土地的生産力はそれぞれのタイ

プによって差がある。    
標高 1,300m～1,400m 以上の高標高域は、土壌条件等の立地環境から見て、人

工林造成を行うことは回避することが望ましいことから、自然環境の下での天然

林育成を図ることが妥当と考えられる。 
  
 
 
赤城山周辺の地質図 （別紙拡大版参照） 
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2. 植生の概要  

(1) 現存植生等 

 赤城火山及びその山麓における植生については、1,986 年に発行した環境庁第 3
回自然環境保全基礎調査の群馬県現存植生図によって明らかにされている。 
 この植生図等によれば、赤城火山群及びその山麓は古くから手が入るなどして

高い自然度は失われ、そのほとんどが代償植生に成り代わっており、赤城火山の

中で最高峰の黒檜山は、本来、ブナ帯を抜く高さにあるが、亜高山帯を代表する

かあるいは相当する植物群落の発達は見られないとしている。 
 本項では、森づくりデザイン策定事業の主体をなす赤城火山の南山麓及び南東

山麓の特徴を少々記述することとする。 
 人工林は主に標高 900m～1,000m まで造成されているが、造成樹種は南山麓に

クロマツ、南東山麓はスギ・ヒノキが植栽されていることが大きな相違点といえ

る。また、この標高域における広葉樹は高木層にコナラ・クリ・シデ類など中間

温帯林を代表する種が多く見られる。 
アカマツは自然林としては土壌の乾燥する尾根筋や凸形地形にコナラ等広葉樹

と混交して成立し、人工林としてのアカマツ、クロマツは火山泥流の緩斜面に多

く造成されているが、近年の松くい虫による被害でアカマツ・クロマツの衰退(枯
死)は著しく、植物群落の組成に大きな変化が生じていることは否定できない状況

下にある。標高 1,000m以上になるとコナラに変わってミズナラが多く出現する。 
 ちなみに赤城南麓に成育する主な高木性樹種は、人工林ではスギ、ヒノキ、ア

カマツ、クロマツ、サワラ、コナラ、クヌギ、ミズキなど。天然林では、コナラ、

ミズナラ、クリ、ケヤキ、ミズキ、トチノキ、カツラ、ヤマザクラなどのサクラ

類、イロハモミジなどのカエデ類、クマシデなどのシデ類、エノキ、ムクノキ、

ホオノキ、キハダ、ヤマハンノキ、ミズメ・ダケカンバなどのカンバ類、ニセア

カシアなどで暖温帯の山地に生育する樹種が多く含まれている。また、林床には、

アズマネザサを伴い、その繁茂の密度が高い林地が多いのも特徴といえる。 
 

(2) 森林の生育状況 

 赤城南麓の森林の生育状況に触れてみると、水分や養分に富むなど土壌条件の

良好な箇所はスギ、トチノキ、カツラ、ミズキ、クリなど、中腹にはヒノキ、コ

ナラ、ケヤキ、サクラ類、尾根筋にはマツ類、アカシデ・イヌシデ、カエデ類な

どが育つ。 
また更に、人工林のスギに関して詳しく見ると、先端が尖って旺盛な生長をして

いるところや先端が丸くなって生長が止まっている箇所も見られる。生長の良い

林分は、樹高が高く枝下の長いすんなりとした形質良好なもので、一方、生長の

良くない林分は枝が太く樹高も伸びず形質不良となっているものが目立つ。これ

らは土壌条件と深く関係しており、今後の森林造成に当たって適地適木の指標と

なるもので、適地に適木を育てた場合と、これに適合しない場合の判断材料とし

て、現実の林分をつぶさに観察することは大切なことといえよう。 
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   前橋市三夜沢町地内          前橋市柏倉町地内 
 
赤城地域現存植生図 （別紙拡大版参照） 
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(3) 松枯れ被害と森林衰退 

 松くい虫による松枯れ被害は、その原因がわかってから約 50 年になる。被害域

は北海道を除く全国に及んでおり、枯損の原因究明と防除対策等に関し懸命な努

力を続けているが、今日もなお松枯れ被害は多くの発生を見ている現状にある。

特に西日本における被害は、松の景勝地としての有名な箇所はかつての面影を残

さないほど衰退が著しい。 
  群馬県における松くい虫被害の発生は昭和５３年度に始まるが、昭和６３年度

をピークに減少傾向にあったが、空中・地上散布の中止により再び上昇に転じた

ものの、それも平成１８年度を境に減少傾向にある。 
  しかしながら、前橋市については平成２１年度６，９７４㎥（全県に占める率

６４％）平成２２年度６，８３９㎥(６０％)、平成２３年度６，８６５㎥（７０％）

と依然として高い被害量で県下の３分の２近くを占めている状況にある。 
  ちなみに、前橋市の７，４００ha の森林は大部分が赤城南面地域に所在して

おり、そのうち２，３００ha を占める松林は集団的で単一林相が多いこと、加

えて抜本的防除対策が見あたらない状況では、現在の被害推移は自然の成り行き

ともいえる。 
  地元の赤城南麓森林組合の推計によると、赤城南麓地域松林２，４２０ha の

５０％以上が既に被害を受け、特に標高２００～６００m の松林は壊滅状態とい

える。 
今後とも被害の拡大は必至で予断を許さない状況にある。 

松枯れ被害による森林の状況は、高木層を欠落し、大小のギャツプをつくり、低

木の広葉樹が優占またはフジやマタタビなどつる性の植物に覆われており、さら

にはアズマネザサが光環境の変化によって活力をもらい、高密度に繁茂しその領

域も拡大するなど、森林の正常な形態を失いつつある状況を見せている箇所も少

なくない。 
 

    
      被害地に広葉樹が侵入している         被害地にニホンシカが出没 
 
 



10 
 

群馬県の松くい虫被害状況 群馬県の松くい虫被害と防除対策 （群馬県環境森林部資料） 

 
  
赤城南面地域松くい虫被害状況  （群馬県環境森林部資料） 
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(４)未整備林 
赤城山南面の山麓には多くの人工林が集中していることは(1)、(2)項で述べたが、

このうちスギ、ヒノキ林については、多くの造成林において間伐の遅れ等が目立

っている。間伐の遅れは、目的樹種の正常な生長に影響を与え、また、その林分

全体の健全性を失うことになるといわれている。 
 間伐の遅れについては、その大きな要因として、林業従事者の不足と高齢化が

あげられている。これらのことから未整備林が年々増加し、森林の健全性を損な

うこと、さらには循環型資源としての木材資源の良好な育成を目指した目的を達

成するに足らない林分が多くなっていることは憂慮すべきものである。 

    
        未整備林（スギ）                      未整備林(ヒノキ) 

 

Ⅲ. 森林復元(再生)に向けての考慮事項 

1. 赤城南面地域の現代における土地利用と森林造成 

 前橋市の森林面積は 7,400ha 余りで、このうち大部分は赤城南面地域に所在してい

る。 

赤城山中麓から前橋市の低地に至る緩やかな傾斜は、土地の利用面から様々な利

用にも好適な観点から、低地においては農業用にあて、中麓より上部は森林造成に当

てるなど効率の良い土地利用が行われている。  

森林造成にあっては、主として木材資源としてのスギなど、資材価の高い経済林の造

成につとめることにあてた経緯があることは否めない。このため結果として単一林相の森

林が集中して、近年、多く叫ばれている生物多様性の観点からは、問題視される森林環

境にあるともいわれている。 

 
2. 赤城南面地域の森林所有形態 

 赤城南面地域の森林の所有形態は、平成 23 年度「赤城地域の森づくりガイド」で既に

紹介したとおりであるが、その内訳は以下のとおりである。 

国有林           983ha     (13%) 

 民有林  公有林   2,243ha       (30%) 

          私有林   4,187ha       (57%) 
* 公有林とは県有林、市町村有林で、私有林とは個人所有林、共有林・入会林を指す。 
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 上記の森林の所有形態から、民有林としての所有は過半を示している。 

林政の中で、国、都府県、市町村などにおいては森林計画を樹立しながら政策の実

施を行っているが、民有林にあっては、個人の財産権等の問題などに関わることもあっ

て、必ずしも良好な森林造成がなされていない状況にある。 

 
3. 法的制限を受ける森林 

 前橋市が管理する森林のうち、法的制限を受ける森林は保安林、鳥獣保護区、自然

環境保全地域であり、このうち公益的機能が高く若しくは機能を高めるために指定され

た保安林は、赤城南面地区においては、面積が 5,097ha で実に森林総数の 69%を占め

ている。 

 

4. 赤城南面山麓の潜在自然植生 

  潜在自然植生とはなかなか聞きなれない用語であるが、ここではその概念を少々記

述する。 

 自然植物は、その土地の自然環境に適応した形で、最終的に安定した極相へと遷移

していく。 

しかしながら何らかの形で人為が加わった場合は、自然植生とは言えない。 

もし人為行為がなかった場合には、その土地が支え得ると推定される自然植生が成

立すると言う概念が潜在自然植生である。 

 潜在自然植生は、現存植生の種組成や地形・地質・土壌調査などをもとにして、理論

的に推定され、土地利用計画や植栽計画を行う場合に有効であるとされる。 

 

 さて、赤城南面の植生はどうであろうか。地形・地質・土壌はもとより標高などから土地

の利用効率の高さも加わり、営農、営林を積極的に推進してきたことにより、その自然度

は失われてきた。 

勿論、これらの人為的行為を全て否定するものではなく、その時代の要請に応えるこ

とも併せて考えればやむを得ないものと理解できる。 

 赤城南面の森づくり策定事業の該当地域にかかる潜在自然植生を推定すれば、気候

的観点と、現存する天然性の植生分布から、カシ類、コナラ、シデ類等多様な樹種で構

成され、暖温帯から中間温帯林に位置づけされる。 

 今日、生物多様性の保全等に関して、国際的に関心が持たれその重要性と必要性

が多く語られ、国際条約の締結にまで至っている。 

 今後の森林づくりにあたっては、過去に造成された立地を無視した造成も行われてき

た反省をも踏まえ、この潜在自然植生などの推定を基にしながら、今求められている生

物多様性に応えられる森づくりが必要である。 
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Ⅳ 200 年の森づくりデザイン策定 

1. 松枯れ跡地の復旧等を主目的としての森づくりの施業方法決定に際し、計画・検討

に必要な要件 

  「200 年の森づくり」デザイン策定に際し、当該地域の現況をⅣ項までにいくつかの事

象をあげながら述べた。今後は、これらのことを踏まえた計画の作成を行うことになる

が、具体的計画策定に当たって必要な要件を記す。 

○ 立地環境の把握 

○ 行政機関における森林計画等との調整 

○ 森林所有者の経営方針などを踏まえた計画の策定 

○ 社会の要請 

○ 生物多様性 

 以上のように大きな要件として 5 つについてあげてみた。以降、これらの事項に鑑み

た具体的な計画等を示すこととする。 

2. 具体的計画に当たっての基本的考え方 

(1) 事業実施予定地の立地調査とそれに基づく森林造成 

 森林造成のための最も基本となるものは、当該地の地形や地質・土壌及び植生など

立地環境の把握といえる。 

 赤城南面山麓に造成された森林は、造成当時の木材資源の確保と早成長・短伐期

思想が大きく働き、生長の遅い広葉樹から、生長の良い、そして資材価の高い針葉樹へ

と一部の薪炭林施業地を除き林種転換してきた経緯がある。そこには将来の資産を夢見

た林種転換の思いも深いものがあったものと思われる。 

しかしながら、時間の経過を見るうち、こうした当時の思いとは裏腹に、生長

の良い良材が採れる林分、悪い林分に分けられる森林の存在が明確になってきて

いる事実は隠すことはできない。 
このことは適地適木という樹木の生長特性と、土地条件をないがしろにして造成

した結果ともいえよう。 
再造成に至る林地については、これらのことを踏まえ土壌調査等を行うなどして、また、

森林所有者とも調整を行いつつ適地適木の基本に即した造成に努めるものとする。 

    
       適地でない林分                 適地適木に沿った林分 
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(2) 行政機関における森林計画等との調整 

前橋市森林整備計画については目指すべき森林資源の姿や施業の推進方策

が定められており、また、森林法に基づいて指定された保安林については、

その森林が保安林としての働きを果たすために守らなければならない施業方

法として「指定施業要件」が定められており、７８％という多くの保安林を

占める南面地域にとっては密接な調整が求められる。 
なお、指定施業要件については、４０年ぶりに時代の要請に沿った形で見

直しが始まっているので、行政の適切な対応が望まれる。   
 

(3) 未整備林等における森林施業の推進 

  赤城南面山麓に造成されたスギ、ヒノキの人工林は、近年における林業従事者の不

足、高齢化などのため間伐などの作業が遅れ、また、幼齢林等の林分においても、つ

る切り、除伐などの保育作業の必要な林地も多く見られ、林分の正常な生育を損なう

状況となっている。 

特に間伐にあっては、木材の市場価格等の低迷等が加わりその実施の遅れが目

立っているものである。 

  さらに、アカマツ、クロマツの人工林にあっては、松くい虫による被害で枯木が目立

ち、マツ類は壊滅といった林地も多く見られ、混交する広葉樹がその領域を広げる状

況にある。枯木となったマツ類は、そのまま林地に放置され、広葉樹林化しつつある

林分の正常な生長を妨げ、また、人が林内に立ち入る場合などにおいても危険性も

高い状況下にある。 

   「200 年の森づくりデザイン」策定に当たっては、こうした状況を踏まえ、森林所有

者との話し合い等を行いながら、健全な森林づくりのための造成計画を立てることに

努めることとする。 

 

 

   
         被害地現状                          森林再生後 
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(4) 生物多様性に配慮した森林造成 

  生物多様性の意味すること、その重要性等については、前項等で少々触れたが、こ

こで今一度整理してみると、「本来そこにあるべきもの(植物)、いるべきもの(動物)が、

今日も存在し、そして将来にわたっても存在し続けること」これが生物多様性の意味と

理解できる。 

  赤城南面山麓に造成された森林は、既に述べてきたとおり、林種転換された林分が

多くの面積を占め、潜在自然植生が意味する森林は赤城山の高標高域にわずかに

存在するのみであり、このことからも生物多様性という観点からは貧相な森林といえ

る。 

  今後の森林造成にあたっては、土地的生産力に劣る区域は、広葉樹林の造成を図

ることなどに努め、今求められている生物多様性に少しでも応えられる森づくりをし、

人間生活上の経済林造成を主体とした森づくりと生物多様性に鑑みた共存・共生を

考えた森づくりを目指すこととする。 

 

    
 

（5）公益的機能重視の森づくり 

  森林には、木材生産機能といわれる森林の所有者に経済的利益をもたらすほかに、

森林環境保全のための機能は、水源涵養機能をはじめ、災害を守る機能など多くの

機能を有しており、森林所有者以外の不特定多数の人間に、経済的には計算しがた

い利益・便益を提供する公益的機能があることは周知のとおりである。 

  当該する赤城南面山麓にもⅣ・3 項で述べたとおり公益機能を重視した制限林も多

くみられる。また、法的制限林以外にも、地形開析途上にある赤城山麓の中小の河川

や、関東平野を望む、優れた景観を有する箇所も多く存在し、制限林同様、保護・保

全若しくは育成の必要性を有する森林も少なくない。 

  たとえば、かつての台風や集中豪雨等による河川の氾濫は、形成途上の渓畔林の

消滅や損傷に至った。 

これらは近年までに治山・治水、災害防止の観点から整備されてきており、河川が

安定し渓畔林としての形成の緒についたとも考えられ、これからは、さらに自然林とし

ての真の渓畔林造成に気を配る必要性がある。このことは、今求められている生物多
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様性にも大きく寄与することになるからである。 

  本事業計画の策定に当たっては、これらのことをも踏まえた上で森づくりを行うことと 

 する。 

前橋市地域における保安林配置図 
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Ⅴ ２００年の森づくりの進め方 
 
１ 多様な森林の姿 

  森林の環境保全機能、生物多様性機能、木材等生産機能の３つの機能を兼ね備 
える森林が調和のとれた望ましい姿であり、具体的には前橋市森林整備計画（計 
画期間：平成２４年４月１日～３４年３月３１日）に定める表１の「地域の目指 
すべき森林資源の姿」及び表２「森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進 
方策」に沿って進めていくことになる。 

管理方法は、前記施業方法決定５要件を勘案しながら、次の中から決定するこ 
とになるが、その際、今年度計画した３つのモデル林や平成２２年度報告書に紹 
介した既存のモデル的な施行地が参考になると思われる。 

 
前橋市森林整備計画より 
表１ 地域の目指すべき森林資源の姿  

 
区分  森林の機能(働き）  機能に応じた望ましい森林の姿  

公益的 

機能  

水源涵養機

能  

洪水緩和／水資源貯留／水量調

節／水質浄化  

下層植生とともに樹木の根が発達すること

により、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保

水能力の高い森林土壌を有する森林であっ

て、必要に応じて浸透を促進する施設等が

整備されている森林  

山地災害

防止機能

／土壌保

全機能  

表面侵食防止／表層崩壊防止／その他の土砂

災害防止（落石防止、土石流発生防止・停止促

進、飛砂防止）／土砂流出防止／土壌保全（森

林の生産力維持）／その他の自然災害防止機能

（雪崩防止、防風、防雪など）  

下層植生が生育するための空間が確保さ

れ、適度な光が射し込み、下層植生ととも

に樹木の根が深く広く発達し土壌を保持す

る能力に優れた森林であって、必要に応じ

て山地災害を防ぐ施設が整備されている森

林  

快適環境

形成機能  

気候緩和（夏の気温低下と冬の気温上昇、木陰）

／大気浄化（塵埃吸着、汚染物質吸収）／快適

生活環境形成(騒音防止、アメニティ）  

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽

能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害

に対する抵抗性が高い森林  

保健・レ

クリエー

ション機

能  

療養（リハビリテーション）／保養(休養、散

策、森林浴)／レクリエーション（行楽、スポ

ーツ等）  

身近な自然や自然とのふれあいの場として

適切に管理され、多様な樹種等からなり、

住民等に憩いと学びの場を提供している森

林であって、必要に応じて保健・教育活動

に適した施設が整備されている森林  

文化機能  景観（ランドスケープ）・風致／学習・教育（生

産・労働体験の場、自然認識・自然とのふれあ

いの場）／  

芸術／宗教・祭礼／伝統文化／地域の多様性維

持（風土形成）  

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自

然景観や歴史的風致を構成している森林で

あって､必要に応じて文化活動に適した施

設が整備されている森林  
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生物多様

性保全機

能  

遺伝子保全／生物種保全（植物種保全、動物種

保全（鳥獣保護）、菌類保全）／ 生態系保全

（森林生態系保全、河川生態系保全、沿岸生態

系保全（魚つき）)  

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・

生息する森林、陸域・水域にまたがり特有

の生物が生育・生息する渓畔林  

木材等生

産機能  

木材（建築材、木製品原料、パルプ原料、燃料

材）の生産等  

林木の生育に適した土壌を有し、木材とし

て利用する上で良好な樹木により構成され

成長量が高い森林であって、林道等の基盤

施設が適切に整備されている森林  
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表２ 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策  

森林の有す

る機能  

森林整備及び保全の基本方針  

水源涵養機

能  

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林並びに地域の用水源とし

て重要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林は、水源かん涵養機能の維持増進

を図る森林として整備及び保全を推進する。  

具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、

下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸

地については、縮小及び分散を図る。また、立地条件や国民のニーズ等に応じ、天然力

も活用した施業を推進する。  

ダム等の利水施設上流部等において、水源かん涵養の機能が十全に発揮されるよう、保安

林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。  

山地災害防

止機能／土

壌保全機能  

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、

土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林は、山地災害防止機能／

土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。  

具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、

林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進します。また、立地条件や国民のニーズ

等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。  

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の

機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓

岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を

推進することを基本とする。  

快適環境形

成機能  

国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する

森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する

効果が高い森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進

する。  

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄

化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な

保育・間伐等を推進する。  

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重要な役割

を果たしている海岸林等の保全を推進する。  

保健・レクリ

エーション

機能  

観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林

公園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に適した森林は、保健・レク

リエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。  

具体的には、国民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や国民のニーズ等に

応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進する。  

また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。  

文化機能  史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林

は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森

林として整備及び保全を推進する。  
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具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。  

また、風致のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。  

生物多

様性保

全機能  

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与している。このことを踏まえ、森林

生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しなが

らも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件・立地条件に適した様々な生育段階や樹種から構成され

る森林がバランス良く配置されていることを目指すものとする。  

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・

生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図

る森林として保全する。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する。  

木材等

生産機

能  

林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機能の維持増進を図る森林として

整備を推進する。  

具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材

需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。

この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

○ 育生単層林施業   
短伐期施業（針葉樹、広葉樹）   長伐期施業（針葉樹、広葉樹） 

       

○ 長伐期施業林地（針葉樹） 

 
 
○ 育生複層林施業～針葉樹二段林林施業，針広混交林施業 
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○ 天然生林施業  
 

    
 

２ 施業地の配置 
    林業の振興と同時に生物多様性の保全や水土保全のため、あるいは、人工林や育生 

林の病虫獣害に対する生態的防除の条件を高めるためにも、天然林や広葉樹との混交や 
長伐期林など、モザイク的配置に挑戦することが必要である。 

森林整備計画でも多様な森林の施業が社会の要請として掲げてはいるが、配置につい 
て具体的な定めはなく、それを実行に移すのはあくまでも経営者(森林所有者)であり、

各種の施業の得失を考えた上で判断することになる。 
しかしながら、今、赤城南面地域は広大な面積が松枯れ被害地として復旧が待たれて 

いる。所有者の理解と協力があれば多様な理想の森づくりが可能な状況にある。 
 

３ 事業の優先順 
赤城南面地域の松枯れ跡地は広大で，ほとんど裸地状態のものから、灌木、笹に覆わ

れたもの、広葉樹が混入したもの、広葉樹林に遷移したものなど様々である。 
今後さらなる松くい虫被害による拡大が予想されることから、短期の復旧は非常に難 

しいといえる。 
国県市などの助成制度予算等も考慮しながら、緊急性などにより優先順を決めて計画 

的に取り組んでいく必要がある。                    
 
当面の優先度の高い順を示すと 

○ 高度公益松林周辺の被害拡大防止松林の伐採と樹種転換 
○ 主要河川流域の復旧 
○ 主要道路沿線の復旧 
○ その他土砂崩壊、土砂流失等危険性の高い森林の復旧 



 23 

４ 国民参加の森づくりを進めるための合意形成 
 
森林は多様な機能を有し公共性の大変強いものである。赤城南面地域の森林は都市近郊林

として地域の生活と密着しているが、その森林は松くい虫被害により危機的状況にあること

から、今後森林管理にあたっては林業関係者だけに任せておくだけではなく、地元住民、行

政関係者、研究者など様々な人達の意見を反映させ合意形成を図ることが極めて重要であ

る。 
また、近年、都市住民や企業等がボランテアとして、あるいは社会貢献として森林づくり

に関わりたい人達が増えている。こいった人達の熱意と努力が生かされるためには、林業関

係者とボランテアの架け橋となる世話役（コーディネーター）が不可欠である。 
林業関係者とボランテアが、林業の実態や森づくりの考え方等を情報交換し相互理解を深

める中で、ボランテア希望者の様々な力を引き出していく必要がある。                                               
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赤城地域河川入り松林配置図（横 1 ページ） 
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２００年の森づくりモデル地区位置図 
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Ⅵ 以上の記述を基本にした森づくりデザインモデル事例 
 
 Ⅵ―１ 三夜沢地区事例（県内在住の個人所有林） 
１ 森林の現況 

  所在  前橋市三夜沢町 （３５林班 29-2.33-1.33-2.34.35.37.112.115 小班） 
  面積  5.13ha 
  地況  流域 荒砥川 
      地質 火成岩類 火山噴出物(火山岩屑,凝灰角礫岩等) 

    地形 標高 約４００ｍ～６００ｍ   
         方位   ESE 日照良好 
         上部の平坦地形と東に傾斜して荒砥川に至る平坦地形と斜地形からなる 
      林道 林内に入り口は大胡赤城線があり林内には住宅もある事から中央部東側に

幅員３ｍ程度の作業道あり。 
      土壌 自然土：降下堆積  適潤性黒色土 土壌型 BLD 
  林況   クロマツ植林地であったものが、マツ枯れ被害で植栽木はほとんど全滅し、枯

死木はパルプ取扱い業者により伐採・搬出済みである。 
       枯れ残ったクロマツと混生していたミズキ、エゴノキ類がまばらに生育し、地

床はアズマネザサが密生している状態である。 
  所有関係  個人所有 
  法規制   普通林地 
  隣接地   東側  荒砥川方向に向けた傾斜地にスギが植林されている。 
        西側  赤城神社参道松並木 
        南側  荒砥川方向に向けた傾斜地にスギ植林地及び天然林 
        北側  赤城南麓広域農道 
 
２ 所有者 
    地元在住者３名 
 
３ 所有者の森づくりに対する意向 

赤城神社との関わりが深い地元所有者であり以前からの生産林を自ら行っていた経緯もあ

り、基本的にはスギ・ヒノキを中心に植栽してほしいとの要望が強い。 
植林樹種は潜在自然植生や土壌診断により確定したい。上記でも記載したとおり、現地は

平成１７年の松枯れ予防薬剤散布中止後から４年程度で壊滅的状況に至っており周辺の代償

植生状況は１次遷移によるミズキ・エゴノキ程度しか生育していない。高層木が現在無い状

態であり、下層植生のアズマネササの繁茂は避けようが無いので植栽密度ある程度高密度に

植える必要がある。 
また東側に向かう傾斜地にはスギの生育が比較的良好な林分もあり、荒砥川に向かう傾斜

面にはスギの植生を進める方針である。 
平坦面での植林はヒノキの一斉林にするか、残存木（一部残っているコナラ・ヤマザクラ）

を残し、一部複層林の造成を検討してみる必要がある。 
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現在三夜沢地区ではシカ・イノシシ等の獣害が顕著な地区であり、周辺地区でのコナラ植

林地での植栽木の引き抜き、スギ・ヒノキの苗木食害が多発しており、植栽後の獣害対策が

必要であると考えられる。         
     

４ 適用可能な補助制度 
（１） 人工林造成の場合 

① 公共造林事業（森林経営計画策定）6.8/10 +前橋市より嵩上2/10以内   補助事業 
    （事業主体：計画策定者 実行の場合） 

② 環境林整備事業（病虫害）     7/10+前橋より嵩上 2/10 以内    補助事業 

  （事業主体：森林組合・森林所有者） 

③ 公共造林事業（一般・植栽のみボランティア） 

  針葉樹（3/10） 
  広葉樹（5/10） 

 

５ 森づくりに関する条件 
（１） ササ密生地でササ刈り地ごしらえを要す 
（２） まとまった面積を有するので、単一の整備方法でなく、いくつかの方法を実施 

   することが可能である 
（３） 平地と緩傾斜の地形で、かつ林道に接しており、作業性は有利である 
（４） 下方の沢沿いは、隣接地もスギ人工林で一定の生育をしており、スギ植栽が 

可能 
（５） 平坦・中間部は、土壌も浅くなり乾燥に強い樹種の植林が考えられる 
 

 三夜沢地区林況写真 

    
伐採前状況（松はほぼ壊滅） 

    
パルプ業者により伐採後の状況 
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６ 提案する森づくりデザイン （三夜沢地区森づくりデザイン図参照） 
 
  三夜沢地区は赤城南麓管内で随一の林業地区であり、戦中においても神社を中心に材木供

出をされず地元住民により大切に育てられていた森林である。現地には８０年を超える森林

が多く点在し、所有者意向も良い森林を作りたいとの意識が強く、松枯れによる森林消失は

大きな問題として考えている。三夜沢地区は生産林育成のための重要地区とみており、平成

２４年度において森林経営計画の樹立を目指している。 
 

基本的には生産林の造成を目指す事を中心として考えるが、周辺は観光地という事もあり、

なおかつ対象面積が大きいので、部分的ではあるが、憩の森的な保険・保養機能を重視した

森林造成も視野に入れ所有者達との交渉に当たりたい。 
 
  傾斜地に植林するスギ、平坦地でのヒノキ人工林も生育に伴って、下刈、ツルきり、除伐、

枝払い、間伐などボランティアの作業体験の場としての活用も考えられる。 
 

三夜沢地区 森づくりデザイン 

 
A 地区 ヒノキ 2.91ha 
B 地区 フィールド活用予定地 0.77ha 
C 地区 ヒノキ 0.35ha 
D 地区 スギ 0.50ha 

 

A 

C 

B D 
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Ⅵ―２ 金丸地区事例（県外在住の個人所有林） 
 
１ 森林の現況 
 
  所在  前橋市金丸町           
  面積  ４．８０ha 
  地況  流域 高田川 
      地質 火成岩類 火山噴出物(火山岩屑,凝灰角礫岩等) 

地形 標高４９０～５３０ｍ 上部と下部の標高差は４０ｍ程度 
       平均傾斜１２度の緩傾斜地 

         方位   ｗｓｗ 日照良好 
         上部の平坦地形と西に緩く傾斜して小沢に至る緩傾斜地形からなる 
      林道 林内に旧金丸林道の痕跡があるが、アクセス道路との間の南面に隣接した

皆伐地・造成予定地内の道路整備の遅延により、現在は利用できる状態に

はなく、舗装された新金丸林道が東側にある。 
      土壌 自然土：降下堆積 適潤性黒色土  土壌型 ＢLＤ 
  林況   クロマツ植林地であったものが、松くい虫被害で植栽木はほとんど全滅し、枯

死木は自然腐朽して先端は折損し、根元部が残骸化して林立している。 
       枯れ残ったクロマツと混生していたコナラ、ミズキ、サクラ類(南側の境界部分

にはサクラ植栽木あり)、シデ類、カエデ類がまばらに生育し、地床はアズマネザ

サが密生し、容易に踏み入れない状態である。 
       クロマツ植栽後に、後から植栽されたと思われるスギが数本生育しているのが

林外から観察され、生育状態は良好とはいえないが、散生する落葉広葉樹は正常

に生育している。 
  所有関係  個人所有 
  法規制   普通林地 
  隣接地   東側  金丸浄水場 
        西側  小沢を挟んで県有スギ人工林(５０年生位) 
        南側  隣接地は伐跡地で荒地化しており、更に南側には、マツ枯伐跡地に

コナラ植林した幼齢林がある 
        北側  当該林と同じマツ枯地に雑木が散生 
 
２ 所有者   前橋市内に住宅を保有する県外住民 
   
３ 所有者の森づくりに対する意向 
 

大まかな方向性としては，生残するクロマツや自然に侵入した広葉樹を残しながら，整備

を行っていきたい。 
 

植栽樹種は潜在自然植生や安定化した周辺の代償植生を参考に多種で構成したいと思って
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いるが，植栽密度は高木を高密度に植えるのではなく，高木層を低密度に，その間を低木層

を構成する樹種で埋めていくような形を取り，ゆっくりと森林を育てるようなイメージで、

できれば，針広混交林に仕立てたい。 
また西側に沢があるので，沢沿いに特徴的な樹種が選定できればと考えているが、上記の

平地とともに具体的な樹種は決めていない。 
 

コナラ等の樹種が潜在自然植生として上げられており適切とは思うが，ナラ類に関しては，

手を掛けることができない状態になると，将来的にカシノナガキクイムシの被害発生等の危

険性も懸念されるし、また，シカの食害等も増えているので，病虫獣害への対策も考慮する

必要があるかとも考えられる。 
さらに，さほど広い場所ではないので難しいのかもしれないが，一部はササを放置して、

ササの生育状態を観察し、常緑樹の植栽によるササ密度の低減効果等も見てみたいとも考え

る。 
 
４ 適用可能な補助制度 
（１）人工林造成の場合 

（ア）公共造林事業（森林計画策定）6.8/10＋前橋市よりかさ上げ 2/10 以内 補助事業 

（イ）環境林整備事業（病虫害）  7/10＋前橋市よりかさ上げ 2/10        補助事業 

（ウ）公共造林事業（一般・植栽のみボランティア）  針葉樹 3/10  広葉樹 5/10 

（２） 天然林造成の場合 

公的補助なし 

（３） その他の場合 

公的補助なし 

 

５ 森づくりに関する条件 
（１）ササ密生地でササ刈り地ごしらえを要す 
（２）マツ枯死木除去を要す 
（３）まとまった面積を有するので、単一の整備方法でなく、いくつかの方法を実施する 

ことが可能である  
（４）平地と緩傾斜の地形で、かつ林道に接しており、作業性は有利である 
(５) 下方の沢沿いは、隣接地もスギ人工林で一定の生育をしており、スギ植栽が可能 
（６）中間部は、土壌も浅くなり乾燥気味のためヒノキ植栽が考えられる 
（７）上部平坦地は、コナラ植栽、前生樹を保全しササ除去等整地のみ、ササ除去整地の上

各種樹木を植栽し針広混交林造成、歩道を作設し憩いの森づくりなど多様な対応が可

能 
 

６ 提案する森づくりデザイン （金丸地区森づくりデザイン図参照） 
 
 金丸地区森づくりデザイン図のように，下段のスギ植栽、中段のヒノキ植栽，上段の天然生

林に区分けする。 
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下段、中段のスギ、ヒノキ人工林造成には補助金を活用した計画とする。 
 
上段は、枯れ木整理、ササ刈り払いなどの整備事業に可能な補助制度を活用すると共に、森づ

くり体験のエリア、自然観察のフィールド、森づくりボランティアとの協働など、アクセスの

利便性を活かした多様な計画を行う。 
 
 スギ、ヒノキ人工林も生育に伴って、下刈、ツルきり、除伐、枝払い、間伐などの作業体験

の場としての活用も考えられる。 
 森づくりが進むに従い、ササが密生し単純な組成であった林内に各種の潜在自然植生が育ち

始め、豊かな自然が戻ってくる。季節に応じた草花や木々の花が楽しめ、野鳥や昆虫など野生

動物もやってくることになり、素晴らしい自然を満喫できる環境が生まれてくる。 
 豊かな自然は、水源涵養や国土保全機能が高まり、生物多様性に寄与し、保健保養に役立つ

癒しの森にもなる。 
 しっかりと手をかけて育てていけば、人々に喜ばれる森が出来ることを信じて、あせらずゆ

っくりと、しかし確実に取り組んでいきたいものである。 
 補助金の活用については、これまでも制度改正が度々行われており、実際の作業実施にあた

っては、地元赤城南麓森林組合や県の渋川森林事務所に相談して進めることが望ましい。 
 金丸地区の林況 写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
林道沿い 左側が対象林分  笹が大きく育って林内が見えない     ササの高さは３ｍ位もある 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付近のクロマツ枯死状況 絶滅状態    クロマツの枯れ木と育っている広葉樹 倒木の危険で入れない 



 32 

金丸地区 森づくりデザイン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Ａ １．５ha    ス ギ人工林 
Ｂ １．２ha  ヒノキ人工林 
Ｃ ２．１ha  コナラ人工林  天然生林など 
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Ⅵ―３ 西大河原地区事例（県内所在の企業所有林） 

１ 森林の現況 

所 在 前橋市富士見町 
（69 林班 16-1.16-2.16-3.16-4.16-5.18-118-2.18-3.20-1.20-2.20-3.20-4.20-5.20-6 小班） 

  面積  13.27ha 
  地況  流域 赤城白川 

      地質 火成岩類 火山噴出物 

    地形 標高 約７００ｍ～８００ｍ   

         方位  ESE 日照良好 

        東部の赤城白川右岸の平坦地から標高 800 メートルを超え         

る尾根まで及ぶ急傾斜地形からなる 

      県道 東部には主要県道前橋・赤城線がある。 

      土壌 黒色土・褐色森林土 

  林況   森林の現状はマツ、スギ、ヒノキからなる約 13.27ha で林齢は 24 から 80 年生

で、主な樹種はマツである。 

       赤城山南麓ではマツクイムシ被害の発生が見られるが、標高が 700 メートルを 
超えている当地域でも平成 10 年頃から発生が確認され、空中予防散布を中止し 
てから被害の進行が早まり、現在では 50%を超える被害となっており、いわゆる 
「被害先端地」である。 

   
 

  所有関係  会社有 

  法規制   干害防備保安林 

        指定施業要件 皆伐 

        植栽 3,000 本/ha 
        植栽樹種 スギ ヒノキ アカマツ クロマツ カラマツ クヌギ アカシア 

  隣接地   東側  主要県道前橋・赤城線及び赤城白川 

        西側  尾根（赤城県有林マツ（68 年生）植林地） 

        南側  マツ（60 年生）植林地 

        北側  マツ（68 年生）植林地 
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２ 所有者 

    前橋市内の企業 

 

３ 所有者の森づくりに対する意向 

（１）所有者負担の出来るだけ少ないデザインを提案して欲しい。 

（２）子ども達が、環境学習や森林体験、自然観察などができるようにしてほしい。 

（３）赤城へ行く県道沿いの景観の点にも考慮してほしい。 

（４）前橋市との連携を考えて欲しい。 

 

 
４ 適用可能な補助制度 

（１）人工林造成の場合 

（ア）公共造林事業（森林計画策定）6.8/10＋前橋市よりかさ上げ 2/10 以内 補助事業 

（事業主体：計画策定者 実行の場合） 

（イ）環境林整備事業（病虫害）  7/10＋前橋市よりかさ上げ 2/10 補助事業 

（事業主体：森林組合・森林所有者） 

（ウ）公共造林事業（一般・植栽のみボランティア）針葉樹 3/10 

                         広葉樹 5/10 

（２）天然林造成の場合 

保安林整備事業（10/10） 

（３）その他の場合 

保安林整備事業（10/10） 

         保安林リフレッシュ事業（10/10） 

 

５ 森づくりに関する条件 

（１）樹種の選定にあたっては、当地区が保安林であり植栽樹種・本数の制約、林業面での経

済性、植栽樹木の成長に影響を及ぼす地質・地形等を考慮する必要がある。 

（２）当地区はシカの被害拡大地域でもあることからその対策を考慮する必要がある。 

（３）主要県道前橋赤城線に隣接した地域は平坦であることからも、作業道を導入し施業の効

率化を図る、併せて将来、環境学習等で散策できるよう考慮する必要がある。 

 

６ 提案する森づくりデザイン 

 当地区は、干害防備保安林と指定されていることから、植栽樹種、植栽本数の制約を受ける

とともに、地形等から県道沿線区域（県道から 100m までの区域）、スギ、ヒノキが植林され

ている中段区域、そして主にマツが植栽されている尾根まで及ぶ区域の３区域に大きく区別さ

れる。 

 林業経営等を考えた場合、県道沿線区域（約 3ha）を重点に施業を実施する、今後もマツク

イムシ被害が進行すると予想されることからマツ類から他の樹種への転換を図ることを検討す

る。 
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 土壌は深く肥沃であることから植栽樹種としてスギ又はクヌギが考えられるが、将来、環境

学習等に利用することを考慮し、既存広葉樹等を活用したスギ（3,000 本/ha）との混植を検討

する。 

 また、施業の効率化、将来の散策路としての利用を図る上からも県道からの作業道の導入を

検討する。 

 中段区域には、スギ、ヒノキが植林されているが、若齢のスギ・ヒノキは間伐等の施業を実

施し、高齢のスギは収穫等を検討する、その際、県道からの作業道延長を併せて検討する。 

 中段から尾根に及ぶマツが植栽されている区域は、保安林の機能を維持するため、つるきり、

間伐等の最小限必要な施業を検討する。 

  なお、造林事業、保安林整備事業等の公共事業は、これまでも制度改正が度々行われており、

実際の作業実施にあたっては、赤城南麓森林組合や渋川森林事務所に相談することを勧める。 
 
 

西大河原地区 森づくりデザイン 

 

 
 
 

樹種転換 

尾根近く マ  ツ 

中 段 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ 

マ ツ 

6.25ha 

3.80ha 

3.22ha 
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まとめ 
  
 松くい虫の主犯であるマツノザイセンチュウが発見されてから５０年近くになるが、枯損の

仕組みは概ね解明されたものの被害はくい止められず、現在では北海道を除く全国に被害は広

まっている。 
 西日本の多くの松林地帯はかつての面影がほとんどなくなってしまった。 
 赤城南面地域においては、標高６００メートル以下はほとんど全域に蔓延し、壊滅状態であ

り、マツノマダラカミキリの生息限界といわれる７００メートル以上にも及ぶ状況においては、

西日本並みの状況になるのも時間の問題ではないかと憂慮される。 
 県内でこれだけ一カ所に集中した松林はないし、過去に大きな歴史的台風被害を経験した地

域であり、また、公益機能の要請の高い地域だけに危機管理といった面からも、今後どのよう

に松くい虫被害地を復旧していくか、まさに赤城南面地域の最大の課題である。 
 ２００年の森づくりの理念は、赤城南面地域の松枯れ跡地の復旧にあたり、１００年先、２

００年先を見据えて、自然と人間との共生を基本に、森林の環境保全機能、生物多様性保全機

能、循環型資源生産機能を兼ね備えた多様な森林づくりを目指すものである。            
 多様な森林の姿は、前橋市森林整備計画に定める「地域の目指すべき森林資源の姿」とする

が、その管理方法は、赤城の特色ある自然条件、社会条件を考慮した５つの要件を勘案して育

生単層林施業、育生複層林施業、天然生林施業の中から選ぶことになる。 
 多様な森林づくりにとって施業地の配置は極めて重要であるが、森林整備計画には配置につ

いて具体的な定めはなく、それを実行に移すのはあくまで森林所有者であり、各種の施業の得

失を考えた上で判断することになる。  
林業の振興と同時に生物多様性の保全や水土保全のため、あるいは人工林や育生林の病虫獣

害に対する生態的防除の条件を高めるためにも天然林や広葉樹との混交や長伐期林などモザイ

ク的配置が理想なので、所有者の理解と協力により多様な森林への誘導が望まれる。 
 赤城南面の象徴ともいうべき松林は、内陸地には珍しい黒松として、また、県木決定の根拠

ともなった黒松として親しまれ、あるいは防災林､景観林、木材資源として私達の生活にいろい

ろな恵を与えている。 
その松林は松くい虫被害により枯れ続けており、既に６割近くが消失し、この先歯止めの見

通しが立たない。 
この問題の解決を、全て林業関係者に委ねるわけにはいかない。 

持続的で美しい緑の資源を次代に残すために、今後どうすべきか市民合意を高める必要がある。 
そこで私達は、松くい虫被害を克服して自然条件や社会の要請に十分に対応した多様な森林

を、理想の森林＝２００年の森づくりとして提案する。 
 このように広大な面積の被害跡地を、多様な機能別に調和ある形に配置する理想の森づくり

は珍しく、社会実験といえるかもしれない。 
２１世紀の市民プロジェクトとして実現に多くの人々の賛同が得られれば幸いである。   
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あとがき 

 
赤城の森林は私たちを心地よい気分にしてくれ、そしてやさしく迎えてくれる。 

 また、赤城の森林は赤城の山々に降った雨や雪から清らかな水を育み、地球温暖化の主要因

である二酸化炭素を吸収して新鮮な空気に変えてくれ、われわれの生活に必要な多くの恵みを

与えてくれる。 
私たち人間を初めとした生き物の命は、森林によって支えられ、そこでは、長きにわたり自

然と人間との協働の営みがあった。 
しかし、いま森林を取り巻く厳しい環境により自然と人間との協働の営みが壊れかけている、 

そこには先人の船津伝次平が植えた黒松や赤松の綺麗な森林の大半が消滅しかかっている。 
 
「２００年の森づくり」を考えるとき、次世代への美しい緑のバトンを引き継ぐために、国

民参加の森づくりを進め、森林所有者と共に産官学公（NPO）による課題の共有と合意形成が

必要である。 
 
3 年間に渡り、日本財団の助成事業として 松枯れ林地再生プロジェクト「赤城地域 200 年

の森づくりデザイン策定事業」に取り組んできて、末記する実行委員を始め、多くの方々や機

関の協力のお陰で、ここに提案の運びとなった。 
しかしながら本事業の成否は、今後の活動如何にかかっているといえる。 
森林所有者を始め産業界、官庁、大学・研究機関、NPO 等多様な主体が関わって森づくり

を進める必要があり、今後、連携・協働（コーディネーション）が更に重要になる。 
連携・協働（コーディネーション）は、本来、赤城自然塾の事業推進姿勢であるが、巨大事

業で後世にまで繋がる本事業の遂行は、一 NPO の体制能力の限界を超えると認識している。 
多様な主体の中でも行政（群馬県、前橋市）に中心的役割を期待し、加えて赤城自然塾とそ

の仲間は協働・協力して「２００年の森づくり」に尽力したいと考える。 
 
 最後に、これまでの活動の中で気付いた課題を２点、群馬県の取り組みに対する期待を１点

付記する。 
 課 題：○ 小規模な山林所有者（例５ha 未満）の森づくりに対する意欲は低迷しており、

特に不在所有者（不在地主）に至っては森づくりデザインを提案する術がみつか

らない。今後、関係者と知恵を出し合い取り組む大きな課題の一つであるが、こ

れについては森林組合の果たす役割が更に重要になる。 
○ 森づくり後継者・理解者の不足が大きな課題 

      将来の森づくり後継者・協力者・理解者の輪を継続・拡大していくために森林教

育・森林学習の機会を広げていく必要がある。 
      関係機関・団体・個人に意識の共有と実践を訴える必要がある。 
期 待：○ 群馬県では平成 25 年度から環境森林税を導入することで方向が定まったよう

である。松枯れ林地再生に対しハード、ソフト両面からの支援を大いに期待した

い。 
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