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画樹立と認定請求は森林組合が行い、企業局は案の段階で

確認する。施業は単年度毎に森林組合に委託する。林地取

得と同様、管理作業でも森林組合の関与が大きい。 

６）本事業の特徴と意義 

 本事業の特徴をまとめると以下のようになる。①後継者

のいない高齢の森林所有者から比較的まとまった面積の

伐採跡地を購入し、植栽、下刈等の管理を計画的に実行し

ている、②売買、管理に地元森林組合が大きく関与してい

る、③公的機関（県企業局）による購入である、④林地評

価で不動産鑑定が行われる、などである。 

 宮崎県下の森林組合による林地供給事業では、伐採跡地

の購入希望者を見つけるのはそう簡単なことではないと

のことである。本事業は、そのような伐採跡地を毎年度あ

る程度の面積購入、造林し、管理作業を行っている。森林

の経営や所有から退出する森林所有者の林地の受け皿と

して一定の機能を果たしていると言える(5)。 
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森林管理手法に関する比較研究」（課題番号 21380099）

の補助による。 

図－１ 取得林地の所在水系 

        出所）原図は宮崎県企業局 HP 
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 高齢化、不在村化、後継者難などで管理が難しくなり売却される林地が少なくない。持続的森林管理上、

このような林地の管理の仕組みは重要である。本報告では、売却林地の管理機能という観点から、ダム上流

の未植栽地等を取得し、水源涵養機能の高い森林として整備する宮崎県企業局の「緑のダム造成事業」を検

討した。その結果、公的機関への売却であり、管理の見込みもあることが売却者に安心感を与えていること

が一定の事業実績につながり、売却林地の受け皿としての機能を果たしていることが明らかになった。 
                                                            
 目的と方法：林地売買自体は従来からあり、戦後に限っ

ても、例えば 1967 年には全国で 6,449 件、6,940ha、私有

林野面積の 1％弱の売買があったとされる(1)。1990 年代

以降、森林所有者の高齢化、不在村化、後継者・管理者不

在による林地売却が顕著になり(2)、私有林地の継承とい

う観点からの研究がなされているが(3、4)、林業生産の継

続が担保されない林地を管理する仕組みは持続的森林管

理の上で重要な課題である。本報告では、宮崎県企業局の

「緑のダム造成事業」について、経営放棄林地の管理方策

という観点から事業の特徴と意義を明らかにする。 

 方法は、主に事業主体である宮崎県企業局での資料収集

と聞き取り調査により、宮崎県内の私有林取引に関する情

報については森林組合への聞き取り調査によった。 

 

結果の概要： 

１）事業の概要 

 本事業は、環境意識の高まり、森林の水源涵養機能等へ

の注目や未植栽地（造林放棄地）等の増加を背景に、未植

栽地等の、水源涵養機能の高い森林としての整備、安定的

な電力供給、林地崩壊・水質汚濁の防止、山村地域の就業

の場の確保などを目的に導入された。五ヶ瀬川、耳川、小

丸川、一ツ瀬川、大淀川の宮崎県内 5水系の発電事業に関

係するダム上流域の民有林未植栽地等で、水源涵養林とし

ての造成効果が期待できる林地に、1,000ha を目途に水源

涵養林を造成するものである。総事業費約 23 億円、事業

年度は 2006～2066 年度と長期に及び、2006～2025 年度の

20 年間で 1,000ha を購入、造林し、2007～2066 年度に下

刈り、除･間伐を実施する。 

２）事業実績 

2006～2010 年度の事業実績は、予算総額 3 億 8,800 万

円（うち執行額 1億 5,700 万円）、購入件数 22 件、同面積

214.80ha、植栽面積83.64ha、植栽本数207,999本 （2,487

本/ha）、下刈面積 94.44ha である。また、事業による雇用

者は実数 330 人、延べ人数 4,348 人に及ぶ。単年度として

は、平均 43ha の林地を購入し、平均 17ha の管理作業を行

っていることになる（表－１）。 

 

表－１ 「緑のダム造成事業」の年度別実績（森林管理） 

            件数；件、面積；ha、本数；本 

出所）宮崎県企業局資料により作成 

 

 

 取得林地の所在地は、東臼杵郡美郷町（7件、76.30ha）、

木城町（3件、54.10ha）、西都市(1 件、18.10ha)、小林市

(11 件、66.10ha)、ダム水系別では、渡川ダム（小丸川水

系；4 件、59.30ha）、松尾ダム（同；6 件、71.10ha）、立

花ダム（一ツ瀬川水系；1件、18.30ha）、綾南ダム（大淀

川水系；4 件、7.20ha）、岩瀬ダム（同；7 件、58.90ha）

であった（図－1）。 

３）購入林地と前所有者 

 購入した林地は全て個人有林で、ほとんどが伐採跡地で

ある（風倒木被害伐採跡地を含む）。1 件当たり平均面積

は 9.76ha、最大で 39.00ha、最小で 1.70ha と比較的大面

積の林地も含まれる。前所有者のほとんどは 60～70 歳、

あるいはそれ以上の高齢者で、家族の他出等による独居在

村が多いとされるが、不在村の場合もある。売却理由は、

主に後継者不在や木材価格が低いため植栽不能というも

のであった。比較的まとまった面積の伐採跡地を後継者の

いない高齢の森林所有者から購入している。また、企業局

側の認識では、公的機関による購入であり売却後の管理の

目処がつくために、売却者には安心して売却できるという

意識があるようだとのことであった。 

４）購入の手順と条件等 

 林地購入の手順を表－２に示す。購入対象はダム上流域

の伐採跡未植栽地、権利関係が明確であることが条件で、

担保物件等は対象とならない。これまでは森林組合の斡旋

によるものを購入している。また、狭小な林地（1ha 未満）

は対象外となるが、森林組合が斡旋した場合は現地確認の

上、購入の可否を決める。購入価格は不動産鑑定価格を基

に森林所有者と交渉の上、決定する。森林組合の関与が大

きく、不動産鑑定が行われる点に特徴がある。 

 

表－２ 林地購入の手順 

出所）宮崎県企業局での聞き取り調査により作成 

 

５）購入林地の管理 

 購入林地には企業局の内部検討で水源涵養機能が高い

とされた樹種が植栽される。具体的にはヤマザクラ、モミ

ジ、イチョウ（景観に配慮。道路の近傍など）、ヤマグリ、

ユズ、カキ、イチイガシ、クヌギ（結実するもの）などで、

本数比で約 7 割が広葉樹である。このほか、花粉の少ない

スギ、ヒノキなども植栽される。 

 植栽、保育等は森林施業計画にしたがい実施される。計

下刈

件数 面積 面積 本数
ha当
本数

面積

2006 3 25.8 10.05 23,490 2,337 0
2007 9 65.8 24.95 62,375 2,500 19.15
2008 6 47.3 8.53 21,859 2,563 31.81
2009 1 28.2 37.41 93,525 2,500 43.48
2010 3 47.7 2.70 6,750 2,500 0
計 22 214.8 83.64 207,999 2,487 94.44

購入 植栽
年度

内容 関係者

売却希望情報の把握 森林所有者、森林組合→企業局

登記簿確認、現地調査、
面積測量、不動産鑑定、
森林所有者の意思確認

企業局、森林所有者、
不動産鑑定士、

森林組合、測量業者等

買収交渉 森林所有者、森林組合、企業局

売買契約締結、
所有権移転登記

森林所有者、企業局

代金支払い 企業局→森林所有者
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