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I 森林認証への取組を契機とした流通の一元管理 I 

森林認証への取組を契機とした流通の一元管理
～宮城県・登米市森林管理協議会の取組～

▼登米地域の林業の実状
と ，， し

宮城県登米市は，宮城県の北東部に位圏し，西

部は丘陵地，東部は山間地であり，市域を3等分

するように北上川，迫川が南北に貫流し多くの支

流が注いでいる。市総面積53.6千haのうち森林

面積は22.2千haと約41％を占め，県内有数の林

業地域である。また国際的に重要なラムサ ール条

約指定登録湿地をはじめ，豊かな水辺空間が形成

され，先人達のたゆまぬ努力によって生まれた肥

沃な耕土が広がる資源豊富な地域である。

森林の現況は市内森林面積22.2千haのうち民

有林は19.5千haで森林面梢の88％を占め，13: 6 

千haが戦後拡大造林によるスギ・アカマツ人工

1 所有形態別森林面積

国有林2,659ha

県有林961ha

生産森林組合938ha

登米市森林管理協議会隋認証材流通事務局 ↑り中 牙佳汁台
※

他私有林14,644ha

林で， 7齢級以上の素材として活用が可能な林分

が大部分を占め，そのヒ°ー クは10齢級となってい

る。主要樹種であるスギを中心として，高性能林

業機械を活用した集約化施業による積極的な利用

間伐の推進を図るなど，宮城県における森林整備

と木材生産が最も盛んな地域でもある。これらの

森林施業を担うのは，市内に3つある森林組合

（東和町森林組合，登米町森林組合，津山町森林

組合）と 1つの生産森林組合であり，それぞれに

森林施業以外にも，木材加工や特用林産，森林探

境教育等の特徴的な事業も展開している（図l)。

また市内旧津山町では，首都圏や仙台圏市場等

への出荷に特化した製材団地があるが，木材需要

の変化に伴い廃業するなど原木消費星が落ち込ん

2 民有林樹種別森林面栖

総面積
22,212ha 

二二:/
クヌギ186ha /' 

二 総面積
19,552ha 

スギ10,460ha

図1 登米市内の森林現況

とよままち

※登米町森林組合参事
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先からの入金供給元である林業事業体への支
払ともに翌月末に現金にて行っているため， 各

林業事業体の財務が安定している。

④供給附報の管理：素材流通にあたっては合法木
材と森林認証材としての統計情報の管理が求め

られている。 この事務を流通事務局が行ってい

る為各林業事業体の事務処理が簡略化されて
いる。

⑤各林業事業体の得意を集結：流通の一元管理に

あたっては， 各林業事業体は対等な立場で事業

を行っている。 各林業事業体はそれぞれに得意

不得意がある。 例えば米川生産森林組合は， 素
材生産量は大きくないが合板工場が求める アカ

マツ材や， 付加価値を高めやすい広葉樹の生産

が可能である。 一方で津山町森林組合は大規模

での森林整備のもと安定的な素材供給の基礎を

梢築している。 また登米町森林組合は小規模森
林組合でありながらも多様な事業展開をしてき

た総合型森林組合としてのノウハウと財務基盤
を活かして，Coe認証のもとで流通事務局を担

ってきた。 それぞれの長所を活かした二人三脚

の取組は， 林業における地域協業と協同組合聞
連携のモデルでもある。

⑥森林認証材の安定供給：販売先の視点で捉える

と ， トレ ーサピリティが確保された森林認証材

が安定的に供給されていることから， 林産品の

生産安定とクリ ーンウッド法への対応が容易と
なっている。

森林認証取得に対するネガティブな考えは， 森
林認証を取得すれば価格優位で買ってもらえるだ

ろう， 引き合いが増えるだろうという他力本願に

よるものと考える。 登米地域で行っているように，
森林認証への取組を契機として地域一 丸で林業成
長産業化6つのプ ロジェクトを策定し， その中に

流通一元管理を組み入れて行動することにより，

効果が得られる。
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▼課題と展望

本取組はある程度軌道にのってきたものの今後

の課題もある。 森林認証材の供給品は現在15,686
吋／年であるが， 将来的には33,000吊／年を目指

しており ， 森林認証材の流通に伴う事務処理が倍

加することになる。 またクリーンウッド法の施行
や世界に目を向けるとアメリカのレイシー法(Lacey
Act), EUの木材規則(Timber Regulation) 等が
求めるデュ ーデリジェンス(Due Di I i gence) へ

の対応として， トレ ーサビリティ1胄報の積極的な

公開も必要であろう。 これらの課題に対して， 森

林組合の事務処理体系の改善＝!CTを活用したサ
プライチェ ーンの構築に取り組んでいる。

▼ |CTを活用したサプライチェ ー ンの構

築

この取組は登米町森林組合内に統合システムを
設置して流通俯報と施業情報を管理し， また素材
運搬を担うトラックドライバ ーにタブレット端末

とプリンタを所持させ， 土場での栢込情報を入力

する事で， 納品魯の印刷とクラウドを経由して統

合システムに納品情報が送信される事になってい

る。 さらに統合システムでは精算古と請求書の作
成の他 ホームペ ージを介したトレ ーサビリティ

情報の開示が自動で行われる。 この取組は， 農林
水産業みらい基金の御支援を頂き開発を進めてい
るもので， 令和2年度中に完成， 運用する事とな
っている（図6)。

森林認証材への移行は世界的な潮流であり， 日

本においても確実に進行していくであろう。 木材

の価値として品質的なものにプラスして， 森林認

証への取組をベ ースに一元管理による安定供給と

梢極的な僻報公淵で， 登米市産材の飯位性を確立
して本地域の林業を成長産業化していく所存です。
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図6 ICTを活用したサプライチェ ー ン

登米市森林管理協議会パンフレットのダウンロード
ht tps ://forest 100. j p/pressre I ease/t f sa_pamphlet. 

pdf 

農林水産業みらい基金
ht tp://wmv. mi rai k i kin. org/act iv it ies/fores try/ 

toyoma.html 
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