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はじめに
本市は、四国の真ん中に位置し、面積は 721.42 Km2、四国で最

も広い自治体面積を有し、その大部分が山と川から成るまちです。
森林面積は 646.65 Km2 あり、市面積の約 90％を占めています。
森林は、木材の生産機能だけでなく、水源かん養、土砂災害防止、
地球環境保全、また、生物多様性保全の役割を果たし、これらの多
面的機能を通じて生活に欠くことができない様々な恩恵を私たち
にもたらしています。
一方、三好市内においては戦後造成された人工林が主伐期を迎えていますが、過疎化、高齢化
等の進行や林業及び木材関連産業の低迷などにより、放置され、荒廃が進むなどの事態が生じ、
森林の持つ多面的機能が十分に発揮されなくなっています。
森林づくりは単なる経済原則により進められるのではなく、生き物全ての源であり、自然環境
を守り育て、バランスを持って共存し、未来へつながる持続可能な暮らしを作る大切な仕事です。
国では、2019 年度から新たな森林管理システムである森林経営管理制度がスタートするとと
もに、森林の整備や人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発を促進するため、森林
環境税及び森林環境譲与税が創設され、適切な経営管理による森林環境の保全を推進していくこ
ととなりました。
本市においては、2019 年 6 月に、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を重視した新たな
森づくりの展開を図り、豊かな緑に恵まれた郷土を次の世代に引き継ぐため、「三好市森づくり
条例」を制定しました。
このたび策定しました三好市森づくり基本計画“三好市「千年のかくれんぼ」の森構想”では、
三好市森づくり条例の基本理念に則り、素材生産や路網整備をはじめとする森林整備はもとより、
「もり」
「まち」
「ひと」をコンセプトとしながら、森林・木材を幅広く私たちの生活に取り入れ
利活用を促進することで、地方創生にもつなげていきたいと考えております。
結びに、本計画の策定にあたり、多大なご尽力をいただきました「三好市森づくり委員会」を
はじめ、関係者の皆様に深く感謝を申し上げご挨拶といたします。

2020 年 3 月
三好市長

黒川 征一
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第1章

基本計画策定にあたって

第1節 －策定の目的
現在、三好市では、山間地域の過疎化、高齢化等の進行や、林業及び木材関連産業の低迷により森
林が放置され、荒廃が進む事態が生じています。全国各地でも、森林管理の放棄による木材資源の脆
弱化のみならず、山林崩壊や土砂流出、生物多様性の劣化、地域経済の縮小など多くの課題が生じて
います。

しかし、三好市の森林は、私たちの暮らしにとってかけがえのない基盤であり、市民共有の財産で
す。また、森林の有する多面的機能としては、木材生産機能の他にも土壌保全機能、水源涵養機能、
保健・文化機能など多くの役割を果たしており、近年は森林の重要性における認識が一般的に広がり
つつあります。

私たちは、これら森林の恵みや森の働きを再認識するとともに、森林の有する多面的機能の持続的
な発揮を重視した新たな森づくりの展開を図るため、森林・林業に関わる人々の役割を明確にしなが
ら、森づくりに関する施策やその取り組みを総合的かつ計画的に実施するため「三好市森づくり基本
計画」
（以下「基本計画」という）を策定します。

‐参考‐三好市森づくり条例前文
三好市の森林は、私たちの命の源である清らかな水を貯え、大気を浄化し、自然災害から市民を
守り、多様な生態系を支えるなど、私たちの暮らしにかけがえのない基盤であり、市民共有の財産
である。
また、地球温暖化防止、循環型社会の形成などの環境問題に対する意識の高まりや、土砂流出の
防止や洪水軽減などの公益的機能の発揮など、森林が担う重要な役割が再認識されてきている。
しかし、三好市の森林は、山間地域の過疎化、高齢化等の進行や、林産物の供給などを通じて森
林を支えてきた林業及び木材関連産業の低迷などにより、放置され、荒廃が進むなどの事態が生じ
てきている。
このような中で、森からの恵みや森の働きを再認識するとともに、森林の有する多面的機能の持
続的な発揮を重視した新たな森づくりの展開を図る必要がある。
私たちは、長期的な展望に立った適切な役割分担と協働による新たな森づくりに取組んでいくと
ともに、豊かな緑に恵まれた郷土を次の世代に引き継いでいくことを決意し、この条例を制定する。
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第2節 －基本計画の位置づけ
（1） 世界的な動き
現在、森林・林業の分野に限らず、全国の様々な業界において、さらには世界的に、持続可能な開
発における目標である 「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」（以下 SDGｓ）
が 2015 年 9 月の国連サミットにおいて採択され、目標達成に向けて動いています。その中には「気
候変動に具体的な対策を」
、
「海の豊かさを守ろう」
、
「陸の豊かさも守ろう」他、森林環境に大きく関
わる項目が複数あります。また SDGs が採択された同年に開催された「国連気候変動枠組条約締約国
会議(通称 COP）
」では、パリ協定が合意され、温室効果ガス削減に関する国際的取り決めがなされま
した。今や、森林の持続可能な開発とそのための計画は世界的な動きを見ても必要性は明らかであり
ます。

（2） 日本の林業政策の動き
2019 年 4 月より、日本の林業政策では 2 つの大きな制度が動きだしました。まず 1 つ目が「森林
経営管理制度」であり、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るために、林業経営の
意欲の低い小規模零細な森林所有者の経営については、市町村を介して意欲と能力のある林業経営者
につなぐことで林業経営の集約化を図るとともに、経済的に成り立たない森林については、市町村が
自ら経営管理を行う仕組みです。

もう 1 つが「森林環境譲与税（森林環境税）」であり、2024 年度から個人住民税に上乗せして 1 人
当たり 1,000 円が徴収されます。全国の納税義務者約 6,200 万人から徴収される約 600 億円は、人
口、林業就業者数、私有林人工林面積を譲与基準に、規定の割合に応じて各市町村に再配分され、2024
年度までは、譲与税特別会計における借入金により徴収予定額の一部金額が前倒しで予算化されます
（2019 年度は 200 億円、2020～2021 年度は 400 億円、2022～2023 年度は 500 億円の譲与額の
再配分を予定）
。また、用途としては、間伐や路網といった森林整備に加え、森林整備を促進するため
の人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の費用として、幅広く活用していきます。
本市においても既に、木育キャラバン（移動型の木製おもちゃ美術館：普及啓発）の実施等に一部の
森林環境譲与税を活用しています。

いずれの制度においても、市町村の判断による森林の管理責任はより一層強まっている状況であり、
これまでに例が無い制度でもあります。そこでまずは、これまでの国や都道府県発信の事業や制度で
はなく、市町村独自の市民まで理解浸透される明確な方針を本計画において打ち出し、現状の課題解
決に向け一層取り組みを強めていきます。
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（3） 近年の三好市の施策における位置づけ
まず、本市全体の総合計画である「第 2 次三好市総合計画」では、2018 年において「まちづくり
の方向性を示す総合的な指針」
「市民参画と協働の基本的な指針」
「計画的な行政運営を進める総合的
な指針」
「国・県・周辺市町との連携や調整をしていく基本的な指針」が示されています。特に、人口
減少や少子高齢化に対しては、この総合計画を基に、
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を制定し進
めてきました。林業振興においては、優良木材の育成、適切な森林整備、林道整備など、森林経営の
健全化と森林資源の適切な維持管理、質的向上を図ることとしています。

2019 年 6 月には「三好市森づくり条例」を制定しました。特に森林を市民の共有財産とし、森林
の有する多面的機能の持続的な発揮を重視した森づくりを推進することを基本理念として掲げてい
ます。また、具体的な森林施業に係る計画に関しては「三好市森林整備計画」等において明記してい
ます。上記各種関連する計画や条例における内容を踏まえつつ、さらに、本計画では、
「まちづくり」
の要素を付加し、文化的、経済的、社会的価値を見据えた計画を目指します。また、本市の目指す森
林を示すビジョンとして“三好市「千年のかくれんぼ」の森構想”を合わせて定めます。
（ビジョンの詳
細は、本書 25 ページ目以降の第 2 編第 1 章を参照）

第2次三好市総合計画
（2018年度~2027年度）

第2次三好市
まち・ひと・しごと
創生総合戦略
（2020年度~2024年度）

基本理念

三好市
森づくり条例

三好市
森づくり
基本計画
ビジョン
“三好市
「千年のかくれんぼ」の森構想”

(基本計画の位置づけ)
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基本理念

自然が生き活き
人が輝く交流の郷
・人に誇れる故郷づくり
・活力のある故郷づくり
・第二の故郷づくり
重点目標
・三好まるごとブランド化
・子どもを育てやすい環境づくり
・雇用の確保

第3節 －計画期間
2020 年度（2020 年 4 月 1 日）から 2029 年度（2030 年 3 月 31 日）までの 10 か年計画としま
す。10 か年のうち、前半 5 年間を第 1 次、後半 5 年間を第 2 次計画期間として定め、見直しや更新
をしていきます。

また、段階的に詳細設計を行うこととし、詳細内容は 2021 年度以降に策定予定の「三好市森づく
り実施計画（仮称）
」にて明記するものとし、本計画では前段階の基本的な計画内容を定めることとし
ます。

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

計画期間
見
直
・
調
整

第1次
実施計画
準備

第2次

三好市森づくり実施計画（仮称）
見
直
・
調
整

（基本計画、実施計画の期間）

第4節 －対象とする森林
民有林：55,138ha(市内の林野面積 64,665ha の 85.2%)を対象とします。
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第２章

三好市の概況と三好市の森林

第1節 －三好市の概況
三好市は、2006 年 3 月 1 日、徳島県三好郡 8 町村のうち 6 町村（三野町、池田町、山城町、井川
町、東祖谷山村、西祖谷山村）が合併して誕生しました。剣山山系を源とする祖谷川の源流から、四
国三郎・吉野川の中上流域までの徳島県の西端に位置し、西は愛媛県、南は高知県、北は香川県に接
し、古くから四国中央地域の交通の要衝となっています。面積は 72,142ha、徳島県の 17.4％を占め
ており、市町村では四国一の広い面積を有していますが、市域の大部分は丘陵並びに山地であり、可
住地は吉野川の沿川とその支流の谷合に点在しており、その面積は 13%と低く、ほとんどが急峻な
山地で形成されています。

本市の北部と中部の山脈沿いには「剣山国定公園」並びに香川県境に「箸蔵県立自然公園」
、高知県
境に「野鹿池山自然環境保全地域」が一帯に広がり、徳島県の自然公園として指定をされています。
剣山国定公園には、国指定天然記念物・名勝地であり、渓谷の美しい急流で有名な大歩危・小歩危渓
谷をはじめ、祖谷渓谷、剣山、三嶺などの観光拠点が含まれています。近年では、この豊富な自然環
境を活かしたアウトドアスポーツも盛んで、本市を訪れる外国人観光客も増加しており、2017 年に
は「ラフティング世界選手権 2017」
、2018 年には「ウェイクボード世界選手権大会 2018」が開催
されるなど、特にウォータースポーツで全国的に有名となっています。

人口は、2000 年の 37, 305 人から 2019 年 12 月現在では 25,568 人と、年々減少しています。
さらに三好市人口ビジョンにおいて、
2040 年には 13,745 人にまで減少すると見込まれていますが、
「三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（2015~2019 年）
では 2040 年時点での目標として 14,000
人超の人口を確保することとしています。

（剣山）
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（落合集落：国選定重要伝統的建造物群保存地区）

就業人口は、全人口と同様に減少を続けており、国勢調査結果によると 2005 年の 14,270 人から
2015 年の 11,589 人と大幅に減少しています。産業別にみると、第 2 次産業、第 3 次産業において
就業者数の減少が大きくなっていますが、構成割合については第 3 次産業が増加傾向にあります。ま
た、合併の年である 2006 年から 2014 年の９年間の人口移動（転入と転出の差）を見ると、全体で
1,594 人の転出超過となっており、うち、四国内が 1,301 人で 全体の 81.6％を占めている現状で
あり近隣市町村への人口流出が人口減少の 1 つの要因となっています。

市内人口が減少する中、2016 年 8 月には「三好市版生涯活躍のまち構想・基本計画」を策定し、
生涯活躍のまちを形成するために必要なコンセプト、機能について整理しました。また、同年 11 月
29 日には、
「地域再生計画（三好市生涯活躍のまちづくり計画）
」が国の認定を受けました。

さらに、市内産業の活性化、移住定住・関係人口の増加に繋がっている取り組みの１つとして「サ
テライトオフィスの誘致」があります。市内においては快適なブロードバンド環境が整備されている
ことから、高速インターネット接続が可能となっています。また、サテライトオフィス誘致専門のコ
ンシェルジュも配置するなどし、2019 年 12 月現在では 7 社のサテライトオフィスが開設しており、
着実な成果を上げています。

（ラフティング世界選手権 2017）

（生涯活躍のまち地域交流拠点施設
「真鍋屋」でのイベント）
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第2節 －三好市の森林
三好市は市面積の約 90％を占める 64,665ha が森林で、そのうち人工林面積は約 63%と半数以上
を占めています。市域の大部分が丘陵、山地ですが、特に南部の山城、祖谷地区に森林が多く、可住
域は吉野川沿いとその支流の谷あいに点在しています。また、徳島県内の森林面積の約 21%を占め
ており、徳島県全体の中でも豊富な森林を有しているといえます。年間の素材生産量は、2018 年度
においては 150,653 ㎥で、徳島県全体の素材生産量の 41％を占め、県内市町村で最も多くなってい
ます。林業従事者は 142 人で市内生産年齢人口（2019 年 12 月現在）12,205 人の約 1.2％となっ
ています。

（三好市の森林の基本データ）
参考：
「令和元年度 徳島県みどりの要覧」より作成
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豊富な森林資源は、木材生産のみならず、多面的機能を発揮しています。多面的機能には、生物多
様性保全、地球環境保全など様々な項目がありますが、一部項目について林野庁では定量評価をして
おり、日本全国の森林で合計 70 兆 2,812 億円の評価額となります。これを三好市の森林面積に当て
はめると、三好市の森林の評価額は合計 1,814 億 3,955 万円となり、森林の潜在価値の大きさが分
かります。

徳島県では、温暖多雨の気候と地質から、杉の適地が多かったことに加え、人々の生活や生産活動
が関連し、杉植林地が拡大してきたのだと考えられており、この特性を生かした豊富な木材資源を背
景に古くから林業が発達してきました。

1980 年代からはブランド化を図るために県産杉を「徳島すぎ」として商品化し、産学官で技術開
発や販路開拓が行われ、全国に販売展開をしています。

本市の森林・林業においては、広葉樹による薪炭生産やたばこ栽培を中心とした産業が盛んでした
が、時代を追うごとに衰退し、戦後「拡大造林期」に植林されたスギ・ヒノキの多くは樹齢 60 年以
上となっており木材として使える時期を迎えています。市内の森林資源の活用に一層力を入れるべく、
2019 年 8 月に民間企業と「地域産業の活性化と地域経済の発展に関する協定」を結び、官民連携の
強化を図っています。

全国

25,048,199ha

64,665ha
(全国森林面積の0.26%)

1兆2,391億円

31億9,889万円

化石燃料代替

2,261億円

5億8,370万円

表面浸食防止

28兆2,565億円

729億4,762万円

表層崩壊防止

8兆4,421億円

217億9,432万円

洪水緩和

6兆4,860億円

167億4,441万円

水資源貯留

8兆7,407億円

225憶6,519万円

14兆6,361億円

377億8,489万円

2兆2,546億円

58億2,053万円

70兆2,812億円

1,814億3,955万円

森林面積
二酸化炭素吸収

多
面
的
機
能

三好市

水質浄化
保健・レクリエーション

合計

(全国と三好市の森林の多面的機能評価)
参考：林野庁「森林の有する機能の定量的評価」より、全国の森林面積に占める三好市の森林面積の比率をもとに算出
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(三好市の人工林位置図)

齢級別の森林面積(1 齢級＝5 年）を見ると、10 から 12 齢級の森林面積が突出していることが分かりま
す。現在の森林の多くは、植林から 50、60 年の収穫期を迎えており、全国でも同様の傾向が見られます。
(ha)
14,000

天然林
人工林

12,000

10,238

10,043

10,000

9,294

8,000

6,000

5,265
4,079

4,000

3,173
2,403

1,928
2,000

565
181 342 253

1,212

851 1,021

959

706 660

298 183 306

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
(齢級)

（齢級別森林面積）
参考：
「みどりの要覧」（徳島県）より作成
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森林施業の効率的な実施には、路網が欠かせません。三好市の 2018 年度末時点での林内路網密度は
35.7m/ha で、全国平均の 22m/ha に対して整備が進んでいます。今後も路網整備は全国的に推進される
方針としていますが、三好市では特に素材生産に係る短期的な作業道の開設と、森林の多面的機能を考慮
した長期的な幹線林道の開設の両面からみた林内路網の整備を推進していきます。
林内道路延長（ｍ）

林内道路密度（m/ha)

林内路網密度(m/ha)

年度

作業道延長(m)
公道等

林道

計

前年度比

公道等

林道

計

林内路網延長(m)

前年度比

前年度比

2018

641,530

413,004 1,054,534

100.2%

11.6

7.5

19.1

100.0%

913,728

1,968,262

35.7

102.0%

2017

641,530

411,324 1,052,854

100.7%

11.6

7.5

19.1

100.5%

874,940

1,927,794

35.0

103.9%

2016

639,855

405,891 1,045,746

100.2%

11.6

7.4

19.0

99.0%

815,003

1,860,749

33.7

101.8%

2015

639,855

403,774 1,043,629

100.2%

11.8

7.4

19.2

100.0%

748,653

1,792,282

33.1

103.8%

2014

630,621

411,147 1,041,768

100.9%

11.6

7.6

19.2

100.5%

689,102

1,730,870

31.9

103.6%

(近年の三好市における林道開設実績※幅員 2.8m 以上)
参考：「令和元年度 徳島県みどりの要覧」より作成

素材生産量は年々増加傾向にあります。また、2018 年時点の三好市の素材生産量は徳島県全体の素材
生産量の約 4 割を占めており、県内市町村で最も多いシェアを誇ります。特に、2017 年から 2018 年に
かけては徳島県全体での素材生産量が減少した中、三好市は増加傾向にあることからも、徳島県全体の素
材生産業を支える重要な役割を担っているといえます。

(㎥)
160,000

150,653
140,346

140,000

123,958
112,522

120,000

100,000

95,401

80,000

60,000

40,000

20,000

0

2014

2015

2016

2017

2018

（素材生産量の推移）
参考：
「みどりの要覧」（徳島県）より作成
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第3章

三好市の特徴

三好市の特徴を、2 つの方法で整理しました。1 つ目は、現在の「市場（マーケットニーズ）」
、
「仮
想競合（四国エリア内）
」
、
「三好市」の 3 者を比較した分析、2 つ目は、三好市の森林資源と地域資
源を「強み」
、
「弱み」
、
「機会」
、
「脅威」の視点でそれぞれの特徴を掛け合わせた分析となります。

第1節 －市場、四国エリア内の他地域との比較【林業・木材】
三好市は徳島県産材の素材生産量シェア 1 位を誇ります。さらに生産量は 2015 年から 2017 年の
2 年間で 24%上がっており、市場に求められる安定供給に対応しうる能力を持っています。近隣に
製材所が集積している地域でもあり、四国内では合板工場や製紙工場への既存の販路も確立されてい
ます。また、四国のほぼ中央に位置する立地から、物流に関しても他の市町村と比べた時の優位性が
高いという強みがあります。このように、安定供給と原木消費地の近さにより、価格交渉力を持てる
ポテンシャルが高いとみることができます。

市場（マーケットニーズ）
・安定供給（一定量の担保）
・仕分け力（品質の確保と対応力）
・四国地域内での製紙工場、合板工場の存在
・都市部における、木質化、公共利用木材の促進

三好市
・徳島県産材の生産量シェア一位（41％）の安定供給
・生産量がここ4年で58％up、ここ２年で24％upの高い成長率
・地域内にて、A材販路（製材工場）の集積
・四国の中央に位置した、立地（物流）の良さ

仮想競合＆モデル（四国エリア内）
・四国内の林業産地として名のある産地
（久万[愛媛]、嶺北[高知]、四万十/梼原[高知]、
那賀[徳島]）
・新生産システム(大型工場）、集約化施業、森林認証、自伐
型林業等、林野庁の林業政策における成功事例が多くある

県内1位の素材生産量（安定供給）と原木消費地（市内：製材、近接市町村：合板、製紙）の近さが強みで、
価格交渉力を持てるポテンシャルが高い。
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民有林森林蓄積
（千㎥）

森林面積
（千ha）

特徴

2015

2016

2017

2015

2016

2017

全国

25,081.4

25,081.4

25,048.1
（人工林
率45％）

3,748,689

3,748,689

4,015,575

・人工林の半数以上が、一般的な主伐期
である10齢級以上と本格的な利用期を迎
えており、2020年時点には、10齢級以
上の主伐期を迎える人工林は約7割と見
込まれている。
・人工林よりも天然林の方が面積割合が
高い。

徳島

313.4

314.9

314.8
（人工林
率60％）

94,465.4

95,688.4

96,860.4

・人工林率は60％と全国平均よりも15％
高い。
・「徳島すぎ」のブランド材が生産され
る森林を有する。

三好

63.7

64.7

64.7
（人工林
率63％）

16,176.4

17,277.8

17,277.8

・人工林率は、徳島県とほぼ同率だがや
や高く、63％となっている。
・祖谷渓、大歩危、小歩危といった全国
的にも有名な自然資源を有する。

（三好市の森林の強みと機会【森林資源】
）

産出額（原木）
（億円）
全国

素材生産量
（万㎥）

製材品出荷量
（万㎥）
2015

2016

特徴

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2017

2,167

2,134

2,231

2,004

2,065

2,134

923

929

946

・素材生産量、産出額（原木）共に増加傾向
・年間素材生産量5,000㎥未満の小規模な経営体が
９割を占める一方、5,000㎥以上の経営体が素材生
産量全体の約８割を生産
・森林環境譲与税、森林経営管理法の施行、林地
台帳の活用の本格始動等林野行政の動きあり
・リモートセンシング技術やＩＣＴを活用した森
林資源調査・生産管理などにより、生産性の向上
を図る動きも増えている。
・バイオマス発電への原木供給などによりチップ
用材の需要が高まっている地域も多い

36.5

15.9

14.8

14.0

・四国四 県の 中で最 も合 板用材の 生産量 が多い
（2017 年度は徳島：75千㎥、愛媛：13千㎥、高
知：53千㎥、香川：資料無し）

14.0

‐

‐

‐

・木育キャラバンの誘致、障がい者雇用による割
りばし生産等の異業種との連携あり
・三好西部森林組合は県内の素材生産事業体の中
で素材生産量No.１
・四国の中央に位置し、四国内の広い範囲でアク
セスが良好
・市内には製材工場、隣接市町村には製紙工場や
合板工場など、近隣での原木消費地が存在
・管内面積の90％が森林

2年間で6％増

徳島

31.4

26.2

29.2

31.7

34.7

2年間で15％増

三好

‐

‐

‐

11.3

12.4

2年間で24％増

（三好市の森林の強みと機会【木材生産】
）
参考：林業統計要覧、みどりの要覧（徳島県）、森林資源現況表（徳島県）、木材需給表より作成
※各表に表示の西暦は年度区切り

14

第2節 －市場、四国エリア内の他地域との比較【観光】
三好市には自然を生かした観光、アクティビティが豊富にあり、大歩危や小歩危、祖谷のかずら橋
は全国的にも有名です。さらに妖怪伝説や平家伝説といった他地域には無い文化資源も有しています。
全国的に外国人が訪れてくる旅行（＝インバウンド）が増える中、近年は特に都市部より日本文化を
肌で感じることが出来る地域への観光が注目される傾向にありますが、祖谷には古民家を改装した一
棟貸の宿泊施設もあり、海外からの宿泊客に対応する施設も存在します。このような既存の観光資源
に森林の魅力を掛け合わせることによって、新たなマーケットを創造することができ、インバウンド
とともに日本人観光客への対応も可能だと考えられます。

市場（マーケットニーズ）
・インバウンド宿泊者の増加
・アウトドア（キャンプ、グランピング）ニーズ
・体験型ツアーの広がり
・四国全体の観光客数の増加

三好市
・自然資源を生かした観光、アクティビティが県内随一
・文化資源（妖怪伝説、平家落人伝説）
・アレックスカー氏の象徴地（外国人の日本の文化あこがれの地）
・大歩危、小歩危、祖谷のかずら橋の知名度
・四国のへそとしての立地のよさ

仮想競合＆モデル（四国エリア内）
・香川県「うどん文化」、高知県「ひろめ市場」等の
食文化と食観光の浸透
・四国カルスト（森林と風景）
・お遍路という独自性
・瀬戸内エリアの芸術文化に係る観光力
・高知県本山町にあるアウトドア大手企業の拠点

歴史や文化的背景をもとにした山間部の秘境感と物語性を求めた顧客層に、
森林の魅力を掛け算することによって新たなマーケット創造が可能。
～市街地に通年訪問される観光地が少なく、食（農業）と泊（建築）との連携強化が必要か～
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日本人観光客
（千人回）

全国

徳島

三好

インバウンド
（千人回）
2015

2016

特徴

2015

2016

2017

宿泊
348,451

宿泊
328,806

宿泊
285,589

宿泊
32,907

宿泊
38,468

2017

宿泊
36,400

日帰り
1,666,437

日帰り
1,712,317

日帰り
1,629,199

日帰り
9,121

日帰り
11,362

日帰り
23,531

宿泊
1,941

宿泊
1,622

宿泊
1,673

宿泊
39

宿泊
53

宿泊
74

日帰り
8,119

日帰り
9,103

日帰り
9,334

日帰り
-

日帰り
-

日帰り
-

宿泊
136

宿泊
145

宿泊
149

宿泊
1.4

宿泊
2.3

宿泊
2.8

日帰り
846

日帰り
809

日帰り
803

日帰り
32

日帰り
42

日帰り
53

・日本人観光客の宿泊は年々減少している。
・日本人観光客の日帰りは増減をしているが、
ほぼ横ばい
・インバウンドは日帰り客の伸びが大きい。

・全国よりも、日本人観光客の宿泊者数の減
少は緩やか（2017年は前年より微増）
・日本人観光客の日帰りは伸びている
・インバウンド宿泊の伸びが大きい
・総じて全国と比べると、日本人、インバウ
ンドともに観光面については伸びている。

・日本人観光客の日帰り客は減少傾向である
が、宿泊者数は増加傾向
・インバウンド観光客は宿泊、日帰りともに
増加傾向
・特に、かずら橋や祖谷渓などを中心に、自
然景観と文化を生かした観光地が人気

（三好市の森林の強みと機会【まち・観光】
）
参考：三好市観光協会提供資料、
「共通基準による観光入込客統計」、「旅行年報 2019」（日本交通公社）、宿泊旅行統計調査より作成
※三好市のインバウンド（日帰り）観光客は、かずら橋の訪問者数のみを使用

（大歩危峡遊覧船）

（祖谷のかずら橋）
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第3節 －市場、四国エリア内の他地域との比較【人材】
全国的な人口減少のなか、様々な産業、事業体において人材不足、担い手不足が課題とされていま
す。林業においても、2000 年代前半から増加傾向にあった林業従事者は、2010 年代に入り減少傾
向に転じています。徳島県全体でも全国と同様に林業従事者は減少傾向にありますが、三好市におい
ては増加の傾向にあります。特に一部の事業体では 20 代の若手現場作業員の育成に力を入れており、
担い手不足対策にも取り組まれています。また、市内ではゲストハウスなどを経営する I ターン者や、
サテライトオフィス設置による二地域居住者の増加なども特徴的です。

若手の林業従事者と異業種の I ターン者や市外関係者が交流し、林業×異業種のビジネスを共創し
ていくことで、6 次産業化や地方での働き方の可能性が広がり、ひいては市民参画の機会や賑わい創
出が期待できます。

市場（マーケットニーズ）
・移住定住への要望
・サテライトオフィス（二地域居住）への流れ
・林業の若手人材の比率増加
・複業や多様な働き方改革へ

三好市
・20代の林業従事者の増加
・外部からのアドバイザー
・ゲストハウスを経営しているIターン者

仮想競合＆モデル（日本全国）
・神山町（徳島県）等のＩＴサテライトオフィス
に地域居住（拠点）のモデル
・西粟倉村（岡山県）「百年の森林構想」に共感した
ローカルビジネスにチャレンジする人材
・川上村（奈良県）の地域おこし協力隊で、
林業産地で独立していく木工家
・大手企業による森林活動と関係人口創出

地域出身の林業へ就職している20代と林業以外の若手Ｉターン者、
双方の出会い・共創により新たな森林林業ビジネス（ローカル、ベンチャー、6次産業化)の
可能性が広がり、市民参画の機会や賑わい創出が期待できる。
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林業従事者
（人）

特徴

2005

2010

2015

全国

46,618

68,553

63,633

・2005年から2010年にかけて林業従事者数が約2
万2000人と大幅に増となっている。
・2010年から2015年にかけては約5000名の減と
なっている。
・2003年に開始された緑の雇用制度の影響により
林業従事者数は増加したが、全国的な人口減少とと
もに林業従事者は減少傾向へとシフトした。

徳島

604

837

822

・全国同様に、2005年から2010年にかけて林業従
事者数は大きく増加、2010年から2015年にかけて
は若干の減少がみられる。

85

128

142

・全国、徳島同様に、2005年から2010年にかけて
林業従事者数は大きく増加している。
・全国、徳島と異なり、2010年から2015年にかけ
ても林業従事者数は増加している。

三好

(合併前
6町村合計)

（三好市の森林の強みと機会【人材】
）
参考：国勢調査より作成

（サテライトオフィス）

（林業体験）
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第4節 －三好市の強み、弱み、機会、脅威とそれぞれの対応
強み

１．全面積の約 90％が森林（63%がスギ・ヒノキの人工林）で里山林も多く、私有林で
も容易に山仕事（山と関わること）が出来る
２．照葉樹林も茂る温暖な地域に位置しながら、2,000ｍ近い山もあることで、ブナ帯や
シラビソなど亜高山帯の針葉樹も生育
３．山城町の野鹿ノ池山一帯の官民の森林は見事であり、広域林道が開設され周辺のシャ
クナゲ群などは散策して癒される場所
４．世界農業遺産に認定された誇るべき「にし阿波の傾斜地農耕システム」
５．かずら橋、祖谷渓谷、塩塚高原、黒沢湿原、など風光明媚なところが多い
６．町村が合併して出来た「まち」なので、地域も風土も文化も地区ごとに異なり、多様
性に富んでいる
７．四国のまんなかで交通の便がよい。岡山・関西・東京にも出やすい
８．地域ごとに地域を盛り上げるキーマン、熱心に地域のことに取り組む方々がいる
９．伝統的な技術・生活、逸話が残っているため、ストーリーが豊富
10．交流面での取り組みがあり、地域外との交流機会が多い

弱み

1．木材の一次生産（材の供給）が主となっていること＝二次・三次産業等への広がり・
膨らみや、相互結節に欠けている面がある
2．山林の所有者・地籍情報等のベース整理が不十分
3．針葉樹の成長が早いが建築材としての質は劣る
4．豊かな自然を次世代に引き継ぐ必要があるが、三好市内の山村エリアの過疎化があり、
誰が管理（保全）するのかが課題
５．広葉樹を活用した多種多様な原木キノコ類の栽培が衰退してきた
６．三好市内に地域材利用の建造物がほとんどない
７．林業に関する三好市内の情報発信が全くない
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機会

１．地方創生と林業成長産業化戦略の推進
２．国産材の自給率の向上
３．公共建築物等木材利用促進法による木造の増加
４．航空測量技術の向上（情報技術の進化）
５．森林環境税（森林環境譲与税）の導入
６．森林浴、セラピー等の参加者の増加
７．働き方の変化、二地域居住の増加
８．観光の体験サービス化とインバウンドが増え、散策路ニーズも高い

脅威

1．立木・耕作物問わず鳥獣被害が甚大である。市の捕獲奨励策で追いつかない繁殖に
苦慮している
2．地滑り地が多く、豪雨時の土砂崩れ等の災害可能性が高い
3．林業（山側）の収益性（利幅率）が下がっている
4．全国的な人口減少、後継者不足による地域の衰退
（寄合の減少など、地区ごとの課題も増加）
５．都市圏への人口の一極集中化の進行

森づくり委員会を通し、整理された強み、弱み、機会、脅威を掛け合わせ、４つの戦略として、強
み×機会の成長戦略、強み×脅威の差別化戦略、弱み×機会の改善戦略、弱み×脅威の体幹強化戦略を
打ち出し、それぞれに対する基本施策を設定しました。
内部環境

Strength（強み）
Opportunity（機会）

「強み」によって「機会」を最大限活かす成長戦略
徳島県生産量・シェア１位の実績向上

短期軸の
経済基盤づくり

外
部
環
境

Threat(脅威）

Weakness（弱み）

文化、歴史のある多様な森林を活かす

森林×異業種
の創出

「強み」を活かし「脅威」の中で生きていく差別化戦略
魅力と収益のある人材の募集・育成・定着

林業人口
（産業人口/担い手）
の創出

多様で自発的な人材の発掘と創造を

関係人口の拡大
市民参加の拡充

「弱み」を克服し「機会」を最大限活かす改善戦略
地域材で地域経済を廻す

木質化、街に森を
（地域材の利用拡大）

インターネット、５Ｇ時代への対応

情報発信と拠点
＆連携整備

「脅威」に対し「弱み」で崩れてしまわないための体幹強化戦略
「知らない」「わからない」からの脱却

森林資源
のデータ整備
～潜在価値の具現化～

質実剛健たる次世代のための基盤づくり

長期軸の
資源基盤づくり
（ゾーニング等）

（
「内部環境：強みと弱み」
「外部環境：機会と脅威」からみる 2×2 と基本施策※）
※基本施策については第 2 編第 2 章で記載
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第2編 構想と計画
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“三好市「千年のかくれんぼ」の森構想”

prologue

四国の真ん中を流れる吉野川を包み、
絶景の名勝地である大歩危、小歩危、祖谷渓（かずら橋）のある三好の森。
そびえ立つ山々が悠久の時を閉じ込め、
さかのぼ

分け入るごとに時は 遡 り、その中にも変わらぬ営みと人のぬくもりがある。
妖怪伝説、平家伝説など、
ゆっくりと流れる時の経過の中に刻まれた歴史があり、
先人たちの叡智の結晶は、暮らしの中に今もなお息づく。
険峻な地形の多いこの特有な地は、何か隔絶された隠れ場ではない。
山々での伝説や伝承は、むしろ、隠されているわけではなく、
誰もが覗いてみたい神秘的な魅力や懐かしさ、秘めやかさ、優しさ、純真さがある。
その「千年のかくれんぼ」の舞台、ここ三好の森。
そこには、木霊（こだま）がいる。
木霊とは、木々に生きる‘精霊’のこと
木霊とは、山や谷で聞こえる‘やまびこ’のこと。
森に生かされた私たちは、
千年の時を経てもなお、
木霊に守られながら老樹巨樹に畏敬の念を持ち、
自然の木々と語らいながら、多くの精霊（生き物）たちと共に生きてきた。
また、1 本 1 本の木と向きあい、植林、育林、伐採を繰り返し、森の保続を行い、
共に暮らしてきた。
千年の時を超える地域の‘誇り’を、
後世へ編み続ける為に
「千年のかくれんぼ」の森構想を掲げます。
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「千年のかくれんぼ」の森構想を永続していくには、
木霊を生かし続けること。
木霊とは、
もり・まち・ひとを満たし、繋ぎ合う触媒でもあり、
また、私たち自身でもある。
そこで、三好市は、森づくり基本計画において、
以下の３つの重点理念（コンセプト）を謳います。

木霊の宿る森づくり
木霊の響く街づくり
木霊の紡ぐ人づくり

「木霊の宿る森づくり」とは、
森林の潜在価値を希求し、林業の経済基盤を強化しながら、森林の資源基盤づくりをすることで、
木霊が多くの木々に宿るような、
「もりづくり」を目指すこと。
「木霊の響く街づくり」とは、
情報発信と連携整備、都市の木質化、異業種連携をすることで、
森の木霊が市街地にも現れ響き渡る、
「まちづくり」を目指すこと。
「木霊の紡ぐ人づくり」とは、
林業人口の創出、市民参加の拡充、関係人口の拡大をすることで、
過去から未来への時を感じ、先人の想い（木霊）を紡いでいける、「ひとづくり」を目指すこと。
これら３つの理念は、
その為の諸活動を支える根底となる。
そして、木霊とは、やまびこ。
かつて、甲子園を沸かせた池田高校野球部「やまびこ打線」のように、
小さくても、私たちのスケールで
大きな、大きなジオスケールのあるこの地で、
またその木霊（やまびこ）の賑わいを、足元の自然と共に、拡がり合う。
ここに、三好市・森づくり基本計画を定めます。
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第1章

三好市の目指す森林ビジョン

第1節 －ビジョン
三好市の目指す森林ビジョンを“三好市「千年のかくれんぼ」の森構想”として掲げ、以下の３つの
重点理念（コンセプト）を設定します。

木霊の宿る森づくり
木霊の響く街づくり
木霊の紡ぐ人づくり

「千年のかくれんぼ」に込めた想い
「千年のかくれんぼ」というコンセプトは、
「にし阿波～剣山・吉野川観光圏～」にて発信していま
す。
「にし阿波」とは、三好市、美馬市、つるぎ町、東みよし町をエリアとした観光庁が定める全国の
１３観光圏域の一つであり、日本の顔となる世界品質の観光プログラムの創造などに取り組んでいま
す。このコンセプトの背景は、千年以上にわたっての私たちの営みや暮らし、自然との共存によって
つくられた風景や文化に誇りを持ち、想いを馳せることにあります。

まさに、このコンセプトは森づくりの理念にも通じるものであることから、このたび「千年のかく
れんぼ」に想いを込め、森づくり基本計画のビジョンの根底に置くことにしました。

四国の真ん中を流れる吉野川を包み、大歩危、小歩危、祖谷渓などの景勝地を擁する三好市の森。
急峻な山々に囲まれた三好市の森には、妖怪伝説、平家伝説など、ゆっくりと流れる時の経過の中に
刻まれた歴史・文化があり、そのなかには昔から伝わる脈々とした人々の営みと温もりがあります。
誰もが覗いてみたくなる神秘的な魅力や懐かしさ、秘めやかさ、優しさ、純真さが見え隠れしている
三好市の森が持つ独自の価値を感じ、受け継ぐために、私たちは「千年のかくれんぼ」という言葉を
大切にしていきたいと考えています。

「もり・まち・ひとの関係性の再構築」と「木霊（こだま）
」に込めた想い
木霊とは、木々に生きる「精霊」のことであり、また、山や谷に響く「やまびこ」のことを意味し
ますが、本計画では、木霊は「私たち自身でもある」という意味も加えたいと考えています。
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その背景には、戦後の高度経済成長時代に経済優先で進められてきた森づくり（拡大造林）に代わ
り、これからは環境に配慮し、経済的・文化的・社会的な価値を最適なバランスで保つ森づくりが求
められていることが挙げられます。

かつて森林は、多くの人々の身近にあり暮らしを支えてきました。しかし、今では森林は所有者の
ものであり、林業に携わる一部の人たちのものとなり、
「まち」に暮らす人々の意識からは遠いものと
なっています。森林が人々の身近（意識）から離れたことは、森林の荒廃や、生態系バランスの崩壊、
地球温暖化、自然災害の原因にも繋がっています。

これからは、森にいきる木霊も、木霊と共存し調和しあう私たち自身も、
「もり・まち・ひと」の関
係性を再構築する触媒であって欲しいと考えています。

「木霊の宿る森づくり」とは
森林の潜在価値を希求し、林業の経済基盤を強化しながら、森林の持続可能な資源基盤づくりをす
ることで、木霊が多く宿るような、
「もりづくり」を目指すことです。

「木霊の響く街づくり」とは
情報発信と連携整備、都市の木質化、異業種連携をすることで、市街地と山が繋がり木霊が響き渡
る「まちづくり」を目指すことです。

「木霊の紡ぐ人づくり」とは
林業人口の創出、市民参加の拡充、関係人口の拡大をすることで、林業をライフスタイルにまで広
げ、繋げ、そして過去から未来への時を感じ、先人の想い（木霊）を紡いでいける、
「ひとづくり」を
目指すことです。

これら３つの重点理念（コンセプト）は、諸活動を支える根底となります。

そして、
「やまびこ」の意味もある木霊。かつて、甲子園を沸かせた池田高校野球部「やまびこ打
線」のように、小さくても、私たちのスケールで活動をすること。そして、中央構造線が走り、活断
層地形や地質に特徴がある地球スケールのあるこの地で、長い悠久の時間を感じて活動をすること。
小さなヒューマンスケールと大きなジオスケールとの視点で考える森づくりを進めるために、そこに
木霊（やまびこ）を聴きながら、足元の自然の賑わいを拡がり合うことを目指していきます。
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三好市 「千年のかくれんぼ」の森構想

もりづくり
【木霊の宿る森づくり】

もり・まち・ひとの
関係性の再構築

まちづくり

ひとづくり

【木霊の響く街づくり】

【木霊の紡ぐ人づくり】

経済的価値

文化的価値
の増幅

社会的価値

（“三好市「千年のかくれんぼ」の森構想”のイメージ）
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第2節 －重点目標「もりづくり」
【3 つの視点による、もりづくり】
100 年後の三好市の森を、広く人の手が及ぶ森にするべく、大きく 3 つの視点で「もりづくり」を
進めていきます。1 つ目は「ポテンシャルの顕在化」です。森林の潜在価値、つまりは森林のもつ多
面的機能を活かした取り組みを進めていきます。素材生産機能による林業（素材生産業）だけではな
く、キノコや生薬といった資源の活用、景観を活かした観光などの整備によって、個人の生業や産業
全体の発展も目指していきます。2 つ目は「長期軸の資源基盤づくり」です。素材生産業やその他多
面的機能を活かした事業展開を中心とした「稼げる森」
、市民をはじめ多くの方が親しみ、文化歴史に
も触れることが出来る「遊べる森」
、自然景観を守りながら、しっかりと後世へと引き継ぐために整備
を進める「魅せる森」にゾーニングをしながら、目標林型や管理体制を確立することで長期視点の森
林資源を形成していきます。3 つ目は「短期軸の経済基盤づくり」です。これは民間事業体をはじめ
とした林業経営に重きを置き、主に生産力の向上、生産現場の連携強化に繋がる取り組みを進めてい
きます。

（「もりづくり」に関する取り組みイメージ）
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【4 つの機能に分けた森林整備】
「もりづくり」において、前項の 3 つの視点による森づくりが取り組みの中心となりますが、具体
的な森林施業や整備を実行する中で、地形や植生などを考慮した森林に分類し、整備方針と整備方法
を別途定めていきます。
（詳細は三好市森林整備計画にて記載）

1．水源の涵養機能

対象
森林

整備
方針

整備
方法

2．土地に関する災害防止及び
土壌の保全の機能

3．保健文化機能

ダム集水区域や主要な河川の上流に
位置する森林、渓流などの周辺に存
する森林であり、水源涵養機能の発
揮を重視すべき森林

土砂の流出・崩壊、その他災害の防
備のための森林であり、山地災害防
止機能の発揮を重視すべき森林

①観光的に魅力ある高原、渓谷など 住民生活に不可欠な木材などを持続
の自然風景や植物群落を有する森林、 的、安定的かつ効率的に供給する機
森林公園の施設など保健、教育的利 能を重視すべき森林
用等に適した森林
②史跡、名勝などの所在する森林や
これらと一体となり優れた自然景観
を形成する森林

①樹木及び表土の保全に留意し、樹
木の成長を促しつつ下層植生の発達
を確保するため、適切な保育・間伐
などを促進するとともに、高齢級の
森林への誘導や伐採面積の縮小・分
散を基本とする森林施業を推進しま
す。
②立地条件等に応じ、天然力も活用
した施業を推進します。

集落等に近接し山地災害の発生の危
険性が高い地域等においては、保安
林の選定やその適切な管理を推進す
るとともに、渓岸の浸食防止や山脚
の固定等に必要な谷止や土留等の施
設の設置を推進します。

①立地条件や市民のニーズに応じ広
葉樹の導入を図るなどの多様な森林
整備を推進します。
②保健・風致等の保安林の指定やそ
の適切な管理を推進します。
③美的景観の維持・形成に配慮した
森林整備を推進します。

①森林の健全性を確保し、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、保育及び間伐の
実施を推進します。

伐期の間隔の拡大と共に、伐採に
伴って発生する裸地の縮小や分散を
図ります。

・伐採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然力も活
用した施業をします。
・憩いと学びの場を提供する観点から、広葉樹の導入を図る施業、美的景観
の維持・形成に配慮した施業をします。
・複層林施業を推進します。
・特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維
持または造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うことが
必要な場合には、これを推進します。
・人工林においては長伐期施業（標準伐期齢の概ね2倍）を推進します。

木材等林産物を持続的、安定的かつ
効率的に供給するため、生産目標に
応じた主伐時期と方法を定めます。
適切な造林、保育、間伐を推進する
ことを基本とし、施業の集約化、路
網整備や機械化などを通じた効率的
な森林整備を推進します。

（４つの機能別森林整備の方針と方法）
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4．木材の生産機能

第3節 －重点目標「まちづくり」
【3 つの視点による、まちづくり】
森林・林業を絡めた「まちづくり」に関しては 3 つの視点から取り組みを進めていきます。1 つ目
は「情報拠点の整備」についてです。公開性と発信力を高めることで、森林・林業について市民に広
く知っていただく機会を作り、さらには全国と繋がり、官民連携や官官連携の各種連携のサポートを
していきます。2 つ目は「森林×異業種連携」です。既存の林業に関わる産業と、観光などとの異業
種の連携を生み出し、既存事業を活性化するとともに、新たな事業機会を創出していきます。事業体
の経営強化に関しては、他産業との掛け合わせ、及び、林業の四則演算（下表参照）を参考にします。
3 つ目は「木質化」です。市街地や、他地域の都市部に向けて、木材の利活用の場を増やす取り組み
を進めていきます。

情報発信と拠点
＆連携整備
（公開性と発信力）

異業種（観光業等）連携と
ローカル＆ベンチャー
ビジネスの創出

市産材の利用促進
（木質化）

（
「まちづくり」に関する取り組みイメージ）
I. 林業＋α

II. 林業×β

既存の林業(製造業・木材業)だけではなく、あら

製造業としての枠にこだわらず、小売(流通)業、

ゆる顧客が喜ぶ付加価値(ありがとう＆わくわく)

サービス業的な展開をし、水平連携、垂直連携

をどう加えていくか。

を、力相応に掛け算できるかどうか

III. 林業÷γ

IV. 林業－δ

経営力とは分解すること。商品力(施業/加工/製

どうしても取り除かなければならない古い商習慣

造)、サービス力、集客力、営業力、組織力。さ

や「あの頃はよかった」とだけ言う精神風土！を

らに分解し、その中のどこで競合他社と比較し、

除くこと。そこから新しい文化が生まれる

顧客ニーズに合った長所を伸展していくか

（林業の四則演算）
参考：古川ちいきの総合研究所提供資料
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第4節 －重点目標「ひとづくり」
【３つの視点による、ひとづくり】
「もりづくり」に関わる「ひとづくり」に関しては 3 つの視点から取り組みを進めていきます。ま
ず 1 つ目は、
「林業人口」の増加についてです。現在、林業においては、プロ（専業）かボランティ
アという関り方が主ですが、アルバイトなど副業としての林業への関わり方を増やしていくことで、
産業全体のバランスを整え、生業としての林業参加を増やしていきます。

プロかボランティアの林業から、プロ～ボランティア、一般市民の森林業へ
プロ（専業）

プロ（専業）

副業

副業

アルバイト

アルバイト

ボランティア

ボランティア

一般市民

一般市民
収入比率

（林業人口の構造イメージ図）
参考：『林業改良普及双書 No.171 バイオマス材収入から始める副業的自伐林業』（中嶋建造編著）より作成

2 つ目は「市民参画」の機会拡大です。大人から、子どもまで、林業関係者から他産業（一般市民）
までが「もりづくり」に関われる取り組み、環境を整備していきます。
大人

専門家
（路網、販路）

林業

観光業界
ツーリズム

森林アカデミー

巻き込み
子ども

高校生
（池田高校三好校）

親

客体

子ども
森林会議

子ども

（
「もりづくり」の関わり創出イメージ図）
森づくり委員会にて作成
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他産業
（一般市民）

３つ目は、
「関係人口」の創出です。人口減少の時代において、市民だけではなく、地域を超えて多
くの人々が関わることで“三好市「千年のかくれんぼ」の森構想”の実現可能性が広がります。

「まちづくり」の一環として林業を捉えると、林業とは、植林・育林・伐採といった素材生産とい
う狭義の林業だけではなく他に２つの視点があります。

１つは、素材から部材、消費財、空間を作り出し、人々のライフスタイルまで創造していくという
流通や加工と繋ぐ視点、もう１つは、広義の林業として、森林の空間や恵みを活かしながら森林の多
面的機能を発揮させるという視点です。まさに「トータル林業」という「もり」
「まち」
「ひと」すべ
てが繋がっていく全体構造（相関しあう関係性）が必要です。
「もりづくり」により木材生産としての
経済価値を高めていくことはもちろん、森林の多面的機能である生物多様性、快適環境形成、保健・
レクリエーション機能の発揮により人々の心を豊かにします。また土砂災害防止、水源涵養、二酸化
炭素吸収といった地域（地球）環境の保全は人々に安心をもたらします。この「トータル林業」の実
践こそ、“三好市「千年のかくれんぼ」の森構想”の主題となり、市民も市民以外の方とも１つのチー
ムとして各々が主体的で多様に関わっていく「ひとづくり」が必要となるため、本計画をもとに、三
好市の森林に関わる人口を増やす取り組みを進めていきます。

まちづくりビジョン

【広義の林業】
・森林の「空間」を活かす
・森林の「恵み」を活かす

森
林
ビ
ジ
ョ
ン
（
目
標
林
型
・
ゾ
ー
ニ
ン
グ
等
）

行政支援（地方自治体） まちづくりビジョン・移住定住・暮らし方

快適環境形成・保健レクリ
エーション機能・生物多様性

【狭義の林業】

植林

野性的

伐採

育林

素材

部材

消費財

空間

material

product

manetary

space

ライフスタイル
Life

Style

都会的

energy
地球環境保全（国土保全）・
土砂災害防止・水源涵養・水
質浄化・二酸化炭素吸収・

行政支援（日本国）

国家ビジョン・SDGｓ・働き方

One team

オーナー／フロント／プロプレーヤー／アマチュア／アルバイト／ボランティア／スポンサー／アドバイザリーボード

出資・所有

管理・執行

職人・技術者・営業

趣味・市民

短期就業

奉仕

寄付（広告主）

経営支援・学術支援

（森林を「業」と為すための林業まちづくり構想相関図）
参考：「都市問題 vol.111 森林で「業」を為す可能性』(（株）古川ちいきの総合研究所[古川大輔]著)より作成）
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第2章

基本施策と実行(検討)項目

第1節 －[もり]木霊の宿る森づくり
森林の潜在価値を希求し、林業の経済基盤を強化しながら、森林の資源基盤づくりをすることで、
木霊が多くの木々に宿るような森づくりを目指していきます。そのために、「①森林の資源データ整
備」
、
「②長期軸の資源基盤づくり」
、
「③短期軸の経済基盤づくり」の 3 つの基本施策を掲げ、それぞ
れに対し実行（検討）項目を定め進めていきます。

①森林の資源データ整備（三好市森づくり条例 第 11 条の内容含む）
・航空測量データ整理
2019 年度に整備した航空測量のデータを整理し、今後の地籍調査やゾーニング、生産計画に活用
していくことで計画の精度を高めていきます。

・所有者の意向調査
手入れされていない森林を減らし、森林の多面的機能を高めるため、所有者の今後の森林管理に対
する意向を調査し、今後の森林管理の方針を定めていきます。

・経済林の明確化(森林経営管理制度、地籍調査)
航空測量データの分析、所有者の意向調査などを踏まえながら、経済林の明確化を図ります。

・観光拠点としての森林整備
黒沢湿原などの貴重な自然資源、妖怪伝説やこれまでの歴史に係る文化的視点を取り込んだ観光拠
点としての森林整備を進めていきます。
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②長期軸の資源基盤づくり（三好市森づくり条例 第 11 条、第 12 条の内容含む）
・森林ゾーニングの検討
地質、文化、生態、景観、防災の面から、森林の活用方法などを明確にするとともに、多くの方に森林
に親しんでもらえるためのゾーニングを検討していきます。
・目標林型の設計
ゾーニングを元に、10 年後、50 年後、100 年後といった長期での目標林型を設計します。
・集約化施業と三好市森林整備計画の再検討
集約化施業を進め素材生産量を今後も増やすとともに、基幹林道の整備を進め、既存の三好市森林整備
計画を見直します。
・森林経営管理制度（市町村管理）の方向性確定
森林経営管理制度において、全国の他市町村に先んじた森林の市町村管理の方向性の確定、実行を目指
します。

③短期軸の経済基盤づくり（三好市森づくり条例 第 11 条、第 12 条の内容含む）
・スマート林業の推進
GIS の活用、林業機械の遠隔操作、ドローン活用等のスマート林業を推進し、市内事業体の安全で効率
的な林業経営を目指します。
・林業機械の導入の推進
高性能林業機械の導入を推進し、素材生産現場の生産性を高めます。
・林道の整備と拡張
林業機械による作業、運搬の効率化に向けて林道の整備と拡張を継続します。
・市内事業体の規模と市産材の市内流通量の把握
素材生産業、製材業（木材加工業）における市内事業体の規模、市産材の市内流通量を把握し、支援に
繋げます。
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第2節 －[まち]木霊の響く街づくり
情報発信と連携整備、都市の木質化、異業種連携をすることで、森の木霊が市街地にも現れ、響き
渡る街づくりを目指していきます。そのために「①情報発信と拠点&連携整備」
「②ローカル&ベンチ
ャービジネスの創出」
「③地域材の利用促進」の 3 つの基本施策を掲げ、それぞれに対し実行（検討）
項目を定め進めていきます。

①情報発信と拠点＆連携整備（三好市森づくり条例

第 13 条の内容含む）

・戦略的広報/PR 体制の構築
マーケティング機能を有しながら、10 年後まで先を見越して戦略的な広報体制を構築することで、森づ
くり人口の増加、市民への理解を広げていきます。

・情報発信の窓口の設置
窓口を設置することで、市内外の多様な人々が、相互コミュニケーションを図れる場、仕組みを構築し
ていきます。

・官民協定の充実化
本計画をはじめ、三好市の役割を明確に打ち出し、民間企業との協定の充実化を図ることで、三好市の
森林、木材が活躍する場を広げていきます。

・他自治体（都市部）との連携強化
都市部との連携により、関係人口の創出や都市部での三好市産材の利用といった他の基本施策項目の達
成に向けたサポート体制を構築していきます。

・三好市産材利用 PR（都市圏販路開拓）
三好市産材の利用の幅を広げるため、都市圏での販路開拓に係る営業活動などを実施します。
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②異業種（観光業等）連携とローカル＆ベンチャービジネスの創出
（三好市森づくり条例

第 11 条、第 13 条の内容含む）

・起業支援
アウトドア、観光関連の事業体が多く存在する三好市の特徴を活かした、林業×観光等のローカル＆ベ
ンチャービジネス創出に向けた支援を進めていきます。
・観光事業との相乗効果の創出
既存観光事業に対し、市内の森林利用の提案、意見交換をしながら観光コンテンツの充実化、森林の潜
在機能の発揮に繋げます。
・特用林産物の販売拡大
キノコ類など特用林産物の販売拡大に向けた取り組みを進めていきます。
・農業、環境関連ビジネスとの連携
農業、環境関連ビジネスとの連携により、副業やアルバイトの林業参入など林業の間口を広げます。
・薬草薬樹の育成
林業副産物の中でも、高付加価値な薬草薬樹の育成により新たなビジネスの可能性を広げます。

③市産材の利用促進（三好市森づくり条例

第 13 条の内容含む）

・市内施設の木質化
市内の公共施設を中心に、内装の木質化、構造材利用などによる市産材活用を進めていきます。
・個人住宅の市産材利用補助制度の充実
既存の個人住宅の市産材利用補助制度の充実化を図ります。
・流通-加工デザイン(地域流通・商社機能)
市産材の流通、加工までをデザインするために、市産材流通の調査、商社機能の検討などを進めます。
・市産材加工品の開発
市産材を活用した加工品、新商品の開発を進めます。
・JAS 規格と森林認証の検討
市内施設の木質化や官官連携による他の自治体への木材供給に向けて、規格と認証の整備を進めます。
・木質バイオマスエネルギー利用拡大
既存で市内の温浴施設への薪ボイラーは導入されていますが、他の施設への導入やチップ材利用の可能
性を検討し、木質バイオマスエネルギーの利用拡大を図ります。
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第3節 －[ひと]木霊の紡ぐ人づくり
林業人口の創出、市民参加の拡充、関係人口の拡大をすることで、過去から未来への時を感じ、先
人の想い（木霊）を紡いでいける人づくりを目指していきます。そのために「①林業人口（産業人口）
の創出」
、
「②市民参画の拡充」
「③関係（交流）人口の拡大」の 3 つの基本施策を掲げ、それぞれに
対し実行（検討）項目を定め進めていきます。

①林業人口（産業人口）の創出（三好市森づくり条例

第 14 条、第 15 条の内容含む）

・県立高校への森林学習導入
市内を中心とした、県立高校への森林学習の導入を進め、環境教育の充実化を図ります。

・三好市版林業アカデミーの実施
徳島県で実施されている林業アカデミーの三好市版を実施し、市内の林業従事者の技術向上と雇用に繋
げます。

・県内シェア No1 を継続する経営力向上
現在、県内シェア 1 位である素材生産量を増加させるために、個々の林業事業体における経営力（生産
性、安全性、収益性）向上に向けて、勉強会の開催等の支援を実施します。

・IT 人材、他企業の参入斡旋
異業種参入のハードルを下げ、特にスマート林業に関わる IT 人材や、他施策に係る企業の参入を斡旋
します。
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②市民参画の拡充（三好市森づくり条例

第 14 条、第 15 条の内容含む）

・三好市の森ファンクラブの実現
三好市の森づくりに共感し、何らかの関わりを持ちたいとする市民が集まり、企画立案や参加によって
三好市の森と繋がりを持てるコミュニティを形成します。
・子ども森林会議の開催
小学校や中学校の教育課程において、子どもたちが自ら森林に対する疑問、課題を見出し、解決方法を
模索する機会をつくります。
・森林ボランティア人材の育成
日常的に森林整備を行う人材を増やし、森林の荒廃などの課題解決に繋げます。
・市民の健康/福祉の増進
森林浴など森林をフィールドとした取り組みを増やし、市民の健康と福祉の増進を目指します。

③関係（交流）人口の拡大（三好市森づくり条例

第 14 条、第 15 条の内容含む）

・移住定住促進事業との連携
市内の移住定住促進事業と連携し、林業、木材加工業への雇用促進を図ります。
・木育イベントの開催と交流
幼児期から森林、木材に触れあうことのできる木育イベントの開催を通し、幼児教育と参加者交流の機
会を増やします。
・企業及び団体との連携
関係企業との連携を強化すると共に、異業種や他地域の企業や団体との連携・協定を増やし、三好市の
森づくりの協力体制を強化します。
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第3章

推進体制と今後

第1節 －参考にする目標数値
2019 年 12 月現在、三好市の総人口は 25,568 人、生産年齢人口は 12,205 人です。生産年齢人
口の内、林業従事者は 142 人であり生産年齢人口の約 1.2％（参考：全国では 0.08％、徳島県全体
では 0.21％）となっています。今後も全国的に年々と人口が減少していく中では、林業のみならず森
林の多面的機能や「まちづくり」の視点も合わせもちながら、これまで森林・林業に関わりの無かっ
た人も参画できる森づくりを進める必要があります。そのために、本計画では、森林・林業に関わる
人をトータルで捉え、人数ではなく関わり合う人のシェア（比率）を重要視した「森づくり人口」を
指標とします。具体的には、三好市人口ビジョンにおいて見込まれている 2040 年（令和 22 年）の
人口 13,745 人（生産年齢人口は 5,713 人）のうち、
「森づくり人口」は 26％を目指します。このう
ち、産業人口については、林業 4%、製材・木材加工業（家具除く）2%、家具・小売業 1%の合計 7%
を目指します。なお、“三好市「千年のかくれんぼ」の森構想”の目指すところは、市民のみならず関
係人口も含めたすべての人たちが、本計画で示すビジョンを認知・共感し、暮らし、産業、ローカル
ビジネス、観光、教育等あらゆる分野で、自分事として活動していくことを理想としています。

下記の目標数値（％）は市場の競争環境下において使用される「ランチェスター戦略」の値を参考
にしています。三好市「森づくり基本計画」においては、競争を共創と捉えて、共に創りだす仲間を
増やすことを前提とし、これからの人口減少時代においては、人数ではなく、三好市の人口における
「森づくり人口」のシェアを目標値とします。目標の産業人口７％は、林業関連の産業が他産業と比
較しても市民のなかで存在を認められる目安となります。また、森づくり人口の目標２６％は、市民
の暮らしにおいて“三好市「千年のかくれんぼ」の森構想”が浸透しうる数字といえます。

シェア（比率）

目標

「森づくり人口」の変化

７４％以上

【上限目標値】

市民のほぼ全員が関わる絶対的なシェア

４２％

【安定目標値】

市民のおおよそが関わる安定的なシェア

２６％

【下限目標値】

市民の中で多数派へと移行し、他産業への影響力も強くなる

１９％

【上位目標値】

市民の中で少数派から脱却し、他産業と同等の影響力をもつ

１１％

【影響目標値】

市民の動向に影響を与えられる

７％

【存在目標値】

市民（異業種）から存在が認められる

３％

【拠点目標値】

存在が維持できる拠点になる

３％未満

ー

存在の危機

（ランチェスター戦略に基づいた「森づくり人口」シェア別の影響力）
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森づくり人口の定義づけ、人数把握については、2020 年 4 月以降の「三好市森づくり実施計画（仮
称）
」の策定に向けた取り組みの中で検討していきます。
（※森づくり人口：林業従事者、木材加工・販売業、工務店業、セラピーや森林アウトドア関連の観光業、林業ボランティアス
タッフ、関連イベント参加者等の人数を示します。）

業種

産
業
人
口
（
林
業
関
連
）

林業

製材・
木材加工

家具・小物

2040年

総人口：25,568人
生産年齢人口：12,205人

総人口：13,745人
生産年齢人口：5,713人

人数

割合

割合

林業

142人

生産年齢人口の

生産年齢人口の

製材・木材加工業（家
具除く）

117人

生産年齢人口の

家具・小売業

20人

生産年齢人口の

1.2%

4%

※副業、アルバイト、ボランティア含む

1.0%

生産年齢人口の

2%

※副業、アルバイト、ボランティア含む

0.2%

生産年齢人口の

1%

※副業、アルバイト、ボランティア含む

森林・林業に係る

森づくり人口

観光・ボランティア・

2019年

イベント参加等

‐

‐

全人口の
26%

2019年時点で統計無し

（産業人口と森づくり人口の目標）

第2節 －更新と発展
本計画については今後、市産材の流通などの調査による情報収集と整理、市内・管内の関係事業者
との情報交換、森林・林業に係る取り組みの情報発信機能の確立などに合わせて段階的に更新をして
いくことで精度を上げ、より効果的な実施計画へと移していきます。

特に、課題の１つである市民や事業体に向けた情報発信力を強化し、これまでに無かった市内関係
事業者が集う勉強会や、市民が参加できるセミナーなどを開催することで、学びと交流の場を整備し、
ワークショップや現地視察などを通して情報交換や三好市の森を共創する体制を構築していきます。

三好市森づくり基本計画

基本計画の更新と、策定委員会の発展
～計画から実施へ～
段階的にバージョンを更新、基本計画の精度向上

発行（Ver.1.0）
三好市森づくり委員会

情報の
収集と発信
市内、管内の基礎情報の整理
関連事業体との関係性構築
市民への情報共有

勉強会・セミナー
メンバー（民間企業）の経営強化
市内（課内）連携強化
外部の事業体との接点（視察）
市民参画の機会創出

ワークショップ
現地視察
現場動向の把握
課題解決の方針、実施計画の策定

（本計画の更新と発展に向けた段階的取り組みのイメージ図）
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第3節 －推進体制
本計画策定の検討を中心に行った三好市森づくり委員会は今後も組織維持をします。現在の三好市
森づくり委員会は三好市内外の森林・林業に係る有識者及び事業者等が参加していますが、今後、本
計画を推進していくにあたり、事業の現場や市民の声を拾い上げ、関係者の連携強化と参画者の輪を
広げていく必要があります。そのため、三好市森づくり委員に加え、関係事業体（素材生産業者や製
材業者、工務店や観光業等の異業種事業体）や一般市民をメンバーにしたワーキンググループ（実行
組織）づくりを検討します。ワーキンググループでは「情報拠点」の整備、各種「企画、立案、実行」
、
「事務」の役割を分担し、特に「企画、立案、実行」については、企画ごとに部会を設けるなど、本
計画の推進体制づくりを進めます。

三好市
森づくり
委員会

ワーキング
グループ

サプライチェーンマネジメント

（推進体制と部会例）
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情報発信、各種企画の実行と共に、情報拠点を中心とした参画者の輪を広げていきます。官民連携、
市民参画を通して、市内のみならず市外にも関係者を広げ、本計画達成に向けた連携体制（市産材利
用の拡大、関係人口の創出等）を構築していきます。

関係者の役割については、現在、三好市森づくり条例の第 5 条から第 8 条（本書 47 ページ目参照）
において、森林所有者、森林組合、市民等、事業者の役割を定めていますが、
「三好市森づくり実施計
画（仮称）
」を策定するにあたり、より明確で幅広い関係者の役割を示します。そのため、今後、地域
単位での意見交換や商工団体、観光団体等との情報交換等により、各プレーヤーの役割（やりたいこ
と）を集約し、基本計画の推進に反映させることとします。

三好市

市外

ファン

森林

クラブ

所有者

商工

森林

団体

組合
観光
団体

市外

民間

教育

事業体

団体

森林・林業界関係者の繋がりと広がり

森づくり委員会

関係事業者
との連携

一般市民（三好の森づくりファン）、
全国とのネットワ―ク強化

（参画者の広がりと発展イメージ）
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基本計画全容図
※図表など詳細内容は本書の該当ページを参照ください。

世 界 と 日 本 の 動 き
世界：SDGｓ、パリ協定
日本：地方創生、森林環境譲与税、
森林経営管理制度

“三好市「千年のかくれ

～もり・まち・ひとの関

もりづくり

【木霊の宿る森づく

もり・まち・ひと
関係性の再構築

まちづくり
【木霊の響く街づくり】

３C分析（森林、まち・観光、人材）
（
コ重
ン点
セ理
プ念
ト
）
（
テ重
ー点
マ目
）標
実
行
項 基
目
（ と本
検
討 施
項 策
目
）

経済的価値

【木

文化的価値
の増幅

＝
森林の多面的
（森林価値の持続
木霊の響く街づくり【まち】

木霊の宿る森づく

ポテンシャル

情報発信と拠点
＆連携整備
（公開性と発信力）

森林の潜在
長期軸の資源基盤づくり
ゾーニング 目標林型

異業種（観光業等）連携と
ローカル＆ベンチャー
ビジネスの創出

1．情報発信と拠点＆連携整備
・戦略的広報/PR体制の構築
1．
・情報発信の窓口設置
・官民協定の充実化
・他自治体（都市部）と連携強化
・三好市産材利用PR（都市圏販路開拓）

稼げる森

市産材の利用促進
（木質化）

2．異業種(観光業等)連携とロー
カル＆ベンチャービジネスの
創出
1．
・起業支援
・観光事業との相乗効果の創出
・特用林産物の販売拡大
・農業、環境関連ビジネスとの連携
・薬草薬樹の育成

参考目標数値

短

管理体制

遊べる森
魅せる森

3．市産材の利用促進
・市内施設の木質化
・個人住宅の市産材利用補助制度の充実
・流通-加工デザイン(地域流通・商社機能)
・市産材加工品の開発
・JAS規格と森林認証の検討
・木質バイオマスエネルギー利用拡大

4．森林の資源データ整備

5．長期軸の

・航空測量データ整理
・所有者の意向調査
・経済林の明確化
(森林経営管理制度、地籍調査)
・観光拠点としての森林整備

・森林ゾーニン
（地質、文化、
・目標林型の設
・集約化施 業
再検討
・森林経営 管
方向性確定

三好市森づくり基本計画

更新と発

発行（Ver.1.0）

三好市森づくり委員会

情報の
収集と発信
市内、管内の基礎情報の整理
関連事業体との関係性構築
市民への情報共有
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勉強会・セ

メンバー（民間企業）
市内（課内）連
外部の事業体との接
市民参画の機会

基本理念

自然が生き活き
人が輝く交流の郷

三 好 市 の 現 況

・人に誇れる故郷づくり
・活力のある故郷づくり
・第二の故郷づくり

・人口減少、少子高齢化等の課題
・サテライトオフィス誘致や観光資源の強みと実績
・県内トップの生産量を誇る林業のまち
・森づくり条例の整備など最近の動き
・森林率89％（人工林63％、天然林37％）
・2019年度素材生産量は約15万㎥（徳島県内シェアNo.1）
・林業従事者数は生産年齢人口の約1％

重点目標
・三好まるごとブランド化
・子どもを育てやすい環境づくり
・雇用の確保

れんぼ」の森構想”

の関係性の再構築～

づくり

森づくり】

・ひとの
再構築

ひとづくり
【木霊の紡ぐ人づくり】

価値
幅

社会的価値

SWOT分析（強み、弱み、機会、脅威）
評価額

１７７５億円
面的機能
持続可能性）

木霊を守る人づくり【ひと】

づくり【もり】

ャルの顕在化

り

市民参画[主体性]

林業人口[収益性]

の潜在価値

関係人口[多様性]
林業まちづくり相関図

短期軸の経済基盤づくり

～Japanese Sustainability at Local area with forest ~

【トータル林業】

大人

～フリースタイル林業～

【広義の林業】

専門家
（路網、販路）

林業生産力の向上

林業

観光業界
ツーリズム

高校生

親

巻き込み
子ども

客体

まちづくりビジョン

行政支援（地方自治体） まちづくりビジョン・移住定住・暮らし方

（例）森ではたらく！27人

森林アカデミー

（池田高校三好校）

生産現場の連携強化

・森林の「空間」を活かす
・森林の「恵み」を活かす

他産業
（一般市民）

子ども
森林会議

森
林
ビ
ジ
ョ
ン
（
目
標
林
型
・
ゾ
ー
ニ
ン
グ
等
）

快適環境形成・保健リクレー
ション機能・生物多様性

culture

【狭義の林業】

植林
伐採
育林

野性的

素材
material

部材
product

消費財

空間

monetary

space

ライフスタイル
Life Style
都市的

energy

地球環境保全（国土保全）・
土砂災害防止・水源涵養・水
質浄化・二酸化炭素吸収・

行政支援（日本国） 国家ビジョン・SDGｓ・働き方

One team

子ども

オーナー／フロント／プロプレーヤー／アマチュア／アルバイト／ボランティア／スポンサー／アドバイザリーボード
出資・所有

管理・執行

職人・技術者・営業

Copyright（C） Furukawa CHIIKINO Consulting ,Inc

期軸の資源基盤づくり

ーニングの検討
文化、生態、景観、防災）
型の設計
施 業と三好 市森林整 備計画 の

趣味・市民

短期就業

奉仕

寄付（広告主）

経営支援・学術支援

All Rights Reserved

6．短期軸の経済基盤づくり

7．林業人口（産業人口）の創出

8．市民参画の拡充

9．関係（交流）人口の拡大

・スマート林業の推進
・林業機械の導入の推進
・林道の整備と拡張
・市内事業体の規模と市産材の市内流通
量の把握

・県立高校への森林学習導入
・三好市版林業アカデミーの実施
・県内シェアNo1を継続する経営力向上
・IT人材、他企業の参入斡旋

・三好の森ファンクラブの実現
1．
・子ども森林会議の開催
・森林ボランティア人材の育成
・市民の健康/福祉の増進

・移住定住促進事業との連携
・木育イベントの開催と交流
・企業及び団体との連携

営 管理制度 （市町村 管理） の
確定

と発展

民間企業）の経営強化
（課内）連携強化
業体との接点（視察）
参画の機会創出

ワーキング
グループ

推進体制
森林・林業界関係者の繋がりと広がり

段階的にバージョンを更新、基本計画の精度向上

ワークショップ
現地視察
現場動向の把握
課題解決の方針、実施計画の策定

サプライチェーンマネジメント

会・セミナー

三好市
森づくり
委員会

森づくり委員会

関係事業者
との連携

一般市民（三好の森づくりファン）、
全国とのネットワ―ク強化
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第4章

資料

（1） ビジョン策定の経過
年月日

内容

2019 年 6 月 24 日

三好市森づくり条例 施行

2019 年 10 月 15 日

三好市森づくり委員会開催前 事務局会議

2019 年 10 月 25 日

第 1 回森づくり委員会

2019 年 11 月 28 日

第 2 回森づくり委員会

2019 年 12 月 23 日

三好市森づくり基本計画策定 事務局会議

2019 年 12 月 26 日

第 3 回森づくり委員会、市内現場視察

2020 年 1 月 16 日

三好市森づくり基本計画策定 事務局会議

2020 年 1 月 23 日

第 4 回森づくり委員会

2020 年 2 月 27 日

第 5 回森づくり委員会

2020 年 3 月 13 日

三好市森づくり基本計画策定 事務局会議

2020 年 3 月 25 日

第 6 回森づくり委員会

（2） 三好市森づくり委員会（ビジョン策定委員会）名簿
＜委員＞
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選出区分

氏名

所属

公募委員

肴倉 由佳

－

公募委員

山子 凱雄

－

公募委員

近藤 清美

－

学識経験者（委員長）

松本 美香

高知大学農林海洋科学部講師

関係機関（副委員長）

中川 重秋

三好西部森林組合代表理事専務

関係機関

高井 勉

三好東部森林組合総務課長

関係機関

中村 忠久

社会福祉法人池田博愛会理事長

関係機関

丸浦 世造

阿波池田商工会議所会頭

市長が特に必要と認める者

生駒 公洋

株式会社野村総合研究所

市長が特に必要と認める者

合田 歩美

吉野川(三好)地域林業活性化センター

（3） 三好市森づくり条例
三好市の森林は、私たちの命の源である清らかな水を貯え、大気を浄化し、自然災害から市民を守り、
多様な生態系を支えるなど、私たちの暮らしにかけがえのない基盤であり、市民共有の財産である。
また、地球温暖化防止、循環型社会の形成などの環境問題に対する意識の高まりや、土砂流出の防止や
洪水軽減などの公益的機能の発揮など、森林が担う重要な役割が再認識されてきている。
しかし、三好市の森林は、山間地域の過疎化、高齢化等の進行や、林産物の供給などを通じて森林を支
えてきた林業及び木材関連産業の低迷などにより、放置され、荒廃が進むなどの事態が生じてきている。
このような中で、森からの恵みや森の働きを再認識するとともに、森林の有する多面的機能の持続的な
発揮を重視した新たな森づくりの展開を図る必要がある。
私たちは、長期的な展望に立った適切な役割分担と協働による新たな森づくりに取組んでいくととも
に、豊かな緑に恵まれた郷土を次の世代に引き継いでいくことを決意し、この条例を制定する。
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この条例は、森づくりについて基本理念を定め、市の責務並びに森林組合、森林所有者、市民等
及び事業者の役割を明らかにするとともに、森づくりに関する施策の基本となる事項を定めることによ
り、森づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本市の豊かな森林の保全及び創造に寄
与することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 森林 市内に存する森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 2 条第 1 項に規定する森林をいう。
(2) 多面的機能 土砂流出及び山地崩壊の防止、水資源の貯留等の水源のかん養、自然環境の保全、地
球温暖化の防止、保健休養、木材その他の林産物の生産及び供給その他森林の有する多面にわたる機
能をいう。
(3) 森づくり 森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、森林を守り育てるとともに活用す
ることをいう。
(4) 森林組合 市内に所在する森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)に規定する組合をいう。
(5) 森林所有者 森林の土地を所有する者又は森林の土地にある木竹を所有し、若しくは育成すること
ができる者(国、県その他これらが設立した法人を除く。)をいう。
(6) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業若しくは活動を行う個人
又は法人その他の団体をいう。
(7) 事業者 市内において、森林の施業並びに木材その他の林産物の生産、加工及び流通の事業を行う
者をいう。
(8) 三好市産材 三好市内で生産された木材及びその木材を使い製材又は加工された木材をいう。
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(基本理念)
第 3 条 森づくりは、森林が市民共有の財産であることを認識し、将来にわたって森林のもたらす恵みを
享受することができるよう、長期的な展望を持ち、地域の特性に応じて推進しなければならない。
2

森づくりは、森林の有する多面的機能についての理解を深め、市、森林組合、森林所有者、市民等及び
事業者の適切な役割分担並びに相互の連携及び協力のもとに、継続して推進しなければならない。
(市の責務)

第 4 条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、森づくりに関する総合的
かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(森林所有者の役割)
第 5 条 森林所有者は、基本理念にのっとり、森づくりの重要性を深く認識し、自ら所有し、又は育成す
る森林について、適正な整備及び保全を推進し、森林の有する多面的機能が十分発揮されるよう努める
ものとする。
(森林組合の役割)
第 6 条 森林組合は、基本理念にのっとり、森林管理の中核的な担い手として、木材その他の林産物の生
産、供給等を通じて森づくりに積極的に取組むよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第 7 条 市民等は、基本理念にのっとり、森づくりの重要性を認識し、森づくりに関する活動に積極的に
参加するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第 8 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業の実施に当たっては、森林の有する多面的機能の持続
的な発揮に支障を及ぼさないよう配慮するものとする。
(市の施策への協力)
第 9 条 森林組合、森林所有者、市民等及び事業者は、市が実施する森づくりに関する施策に協力するよ
う努めるものとする。
第 2 章 森づくりを推進するための基本的事項
(基本計画)
第 10 条 市長は、森づくりを総合的かつ計画的に推進するため、三好市森づくり基本計画(以下「基本計
画」という。)を定めるものとする。
2

基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 森づくりに関する目標及び基本方針
(2) 森づくりに関する施策の基本となる事項
(3) 森づくりを推進するための体制の整備に関する事項
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、森づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3

市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

4

前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(森林の適正な整備及び保全)

第 11 条 市は、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林の適正な整備及び保全を図るた
め必要な措置を講ずるものとする。
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(林業及び木材関連産業の振興)
第 12 条 市は、森林の整備及び活用を促進するため、森林施業の効率化、林業及び木材関連産業の経営基
盤の強化その他必要な施策を実施するものとする。
(三好市産材の需要拡大)
第 13 条 市は、三好市産材の需要拡大を図るため、三好市産材に関する情報の提供、公共事業における利
用の推進等必要な措置を講ずるものとする。
(協働による森づくり)
第 14 条 市は、市民等との協働による森づくりを推進するため、市民等に対する森づくりに関する活動の
場の提供、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(森林環境教育及び木育の推進)
第 15 条 市は、市民等が森づくりについて理解及び関心を深めることができるよう、森林環境教育及び木
育の推進を図るものとする。
第 3 章 森づくり委員会
(設置及び所掌事務)
第 16 条 森づくりを推進するため、三好市森づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2

委員会は、基本計画の策定に関し、市長の諮問に応じて審議し、その結果を市長に答申するとともに、
森づくりに関する事項の調査、審議及び助言を行う。
(組織)

第 17 条 委員会は、委員 10 人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係機関の代表者
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第 18 条 委員の任期は 2 年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を防げな
い。
(運営)
第 19 条 前 3 号に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第 4 章 雑則
(委任)
第 20 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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（4） 関連用語の解説
用語
森林の有する多面的

解説
森林による国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する

機能

様々なはたらきのことをいいます。主に 8 つの機能（以下表）に分かれ

[3 ページ目、他]

ます。
山地災害防止機能／

樹木の根が土砂や岩石等を固定すること

土壌保全機能

で、土砂の崩壊を防ぎ、また、森林の表土
が下草、低木等の植生や落葉落枝により覆
われることで、雨水等による土壌の侵食や
流出を防ぎます。

水源涵（かん）養機能

森林の土壌はスポンジのように雨水を吸収
して一時的に蓄え、徐々に河川へ送り出す
ことにより洪水を緩和するとともに、水質
を浄化します。

地球環境保全機能

森林の樹木は、大気中の二酸化炭素を吸収
し、炭素を貯蔵することにより、地球温暖
化防止に貢献しています。

生物多様性保全機能

希少種を含む多様な生物の生育・生息の場
を提供します。

快適環境形成機能

大気の浄化や気温の緩和など､森林が大気
やエネルギーの循環にかかわる地域環境の
構成要素として機能することにより発揮さ
れるものですが、都市での騒音防止や居住
環境の快適性も含まれます。

保健・レクリエーション機能

森林空間の物理的特性や森林の視覚的特
徴､森林の化学性により人々の肉体的､精神
的向上に寄与します。また、日本人が昔か
ら森と接してきた民族からなることも関係
し、精神的向上に効果があるともされてい
ます。

文化機能

史跡や名勝等と一体となって文化的価値の
ある景観や歴史的風致を構成したり、文化
財等に必要な用材等を供給したりします。

物質生産機能
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木材やきのこ等の林産物を産出します。

SDGs
[4 ページ目、他]

持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001 年に策定されたミレニアム開
発目標（MDGs）の後継として，2015 年 9 月の国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2030 年ま
でに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169 の
ターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one
behind）
」ことを誓っています。 SDGs は発展途上国のみならず，先進国
自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり，日本としても積極
的に取り組んでいます。

（SDGs17 の目標）
※引用：外務省「SDGs とは？」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html）より

国連気候変動枠組条

国連気候変動枠組条約、通称 COP（Conference of Parties）は大気中の

約（COP）
・パリ条約

温室効果ガス（CO2，メタンなど）の濃度を気候体系に危害を及ぼさない

[4 ページ目、他]

水準で安定化させることを目的とした条約です。
1992 年 5 月に作成し，1994 年 3 月に発効しました（締約国数：197 か
国・地域的な経済統合のための機関）。
パリ協定は、2015 年 12 月の COP21 において，史上初めて，全ての国
が参加する枠組みとして採択され，2016 年 11 月 4 日に発効しました。
※引用：外務省「気候変動に関する国際枠組み」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page22_003283.html）より

人工林・天然林

「人工林」は、人為を加えて人工造林（植林等）や天然更新で成立した

（天然生林）

森林をいいます。
「天然林」は自然の力で育ち、人の手が入っていない（原

[4 ページ目、他]

生林）か、長い間にわたって人の手が入った痕跡の無い森林をいいます。
天然林に似ているものでは、
「天然生林」という、ぼう芽更新，天然下種更
新など天然力を活用して、人が更新補助作業や除伐，間伐などの保育作業
を行うなど，積極的に人手を加えることによって造成された森林を示す言
葉もあります。

50

市町村森林整備計画
[5 ページ目、他]

「森林・林業基本計画」、
「全国森林計画」（15 年計画）、
「地域森林計
画」
（10 年計画）に基づいて策定される、市町村が講ずる森林関連施策の
方向、森林所有者などが行う伐採、造林、森林の保護などの規範を示す
10 年計画です。

国有林・民有林
[5 ページ目、他]

森林の所有区分は大きく分けて 2 つ、「国有林」と「民有林」に分かれ
ます。
「国有林」は林野庁をはじめとする国の機関が所有する森林、
「民
有林」は①個人，会社・寺社など法人で所有する私有林，②都道府県・
市町村・財産区で所有する公有林の 2 種類に分類されます。

（国有林、民有林の分類と面積）

交流人口・関係人口
[8 ページ目、他]

「交流人口」は観光客などの一時的な関係でほとんど地域の関係を持
たない人口をいいます。
「関係人口」は、移住した「定住人口」でもな
く、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す
言葉です。地方圏は、人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不
足という課題に直面していますが、地域によっては若者を中心に、変化
を生み出す人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼ばれる地域外
の人材が地域づくりの担い手となることが期待されています。
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（交流・関係・定住人口イメージ）
※引用：総務省「関係人口ポータルサイト」
（https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/about/index.html）より

林業事業体・

「林業事業体」は、森林施業を行う事業体のうち、森林組合と民間事業

林業従事者

体を示します。
「林業従事者」は、森林の施業は、主に、山村で林業に就業

[9 ページ目、他]

して森林内の現場作業等に従事する者を示します。
ちなみに森林組合は、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林
の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的として森林組合法に
基づき設立された森林所有者の協同組合です。森林経営に関する指導，森
林の施業または経営の受託，森林経営の信託の引受け，森林の保護に関す
る事業等を行います。2020 年 3 月現在、徳島県には 9 つの森林組合があ
り、そのうちの 2 つ、三好西部森林組合と三好東部森林組合が三好市内を
管轄エリアとしています。

林齢・齢級
[11 ページ目、他]

「林齢」は森林の年齢を示します。例えば、人工林では，苗木を植栽し
た年を 1 年生とし，以後，2 年生，3 年生と数えます。
「齢級」は林齢を５
年単位で区分したものです。1 齢級は 1～5 年生，2 齢級は 6～10 年生とな
ります。
似ている言葉に「樹齢」がありますが、これは種が芽を出した時から数
える年となります。ちなみに、植栽する苗木は樹種などにもよりますが、
およそ樹齢 3～6 年とされています。
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林道・作業道
[12 ページ目、他]

林野庁では、平成 22（2010）年度に、路網を構成する道を、一般車両の
走行を想定した幹線となる「林道」、大型の林業用車両の走行を想定した
「林業専用道」及びフォワーダ等の林業機械の走行を想定した「森林作業
道」の 3 区分に整理して、これらを適切に組み合わせた路網の整備を進め
ることとしています。
丈夫で簡易な路網の作設を推進するため、林業専用道と森林作業道の作
設指針を策定し、林業専用道については、管理、規格・構造、調査設計、
施工等に関する基本的事項を、森林作業道については、路線計画、施工、
周辺環境等について考慮すべき基本的な事項を目安として示しています。
※引用：林野庁「平成 28 年度 森林・林業白書」より

産出額(林業産出額）
[14 ページ目、他]

林業産出額は、林業生産活動によって生み出される木材、栽培きのこ類、
薪炭等の生産額の合計金額です。全国的には昭和 55 年の 1 兆 1,588 億円
をピークに、2000 年代にかけて 4,000 億円台まで減少しています。このう
ちおおよそ 5 割が木材生産で占めています。近年は国産材の生産量増加に
伴い、木材生産額を中心に増加傾向となっています。

森林浴、森林セラピ

森林浴は森林の中で、自然が彩なす風景や香り，音色や肌触りなど，森

ー

林生態系の生命や生命力に対して，五感を通じて感じることをいいます。

[20 ページ目、他]

樹木が発散するフィトンチッド（生物活性物質）には疲労効果があるとい
われており、特に科学的な証拠に裏付けされた森林浴のことを「森林セラ
ピー」といいます。

ランチェスター戦略
[39 ページ目]

1914 年にフレデリック・ランチェスターが、戦争時の戦闘員の減少度合
いについて数理モデルに基づき生み出した法則です。日本では、ランチェ
スター経営戦略として応用され、マーケティングで用いられる理論の一つ
で、別名「市場占有率（マーケット・シェア、市場占拠率）の科学」とも
いわれます。本計画で用いる「シェア」の目標値は、1962 年にマーケティ
ングコンサルタントの田岡信夫氏が、社会統計学者の斧田大公望氏と共に
既存の戦略モデルを解析し、73.9％、41.7％、26.1％の市場シェア 3 大目
標値を導き、またその 3 大目標値の組合せから 19.3％、10.9％、6.8％、
2.8％の 4 つを算出し、
「市場シェア 7 つのシンボル目標数値」として体系
づけられました。
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