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地域の林業振興に果たす森林組合職員の意識改革の可能性
中川 宏治(近江環境政策研究会)
森林組合が自律的に地域の林業振興や集約化施業の課題に対峙していくためには，森林組合の組織運営の
改善や職員の意識向上が不可欠である。本研究では，都道府県別の用材販売量および平均単価に基づいて，
全国の森林組合を 4 つの区分に分類し，地域の林業振興に向けた職員の認識レベルの違いの検証を目的にア
ンケート調査を実施した。用材販売量が多い森林組合では，高性能林業機械の保有と稼働率を上げるための
連絡体制の強化を重視している。また，平均単価の高い森林組合では，県の林業普及指導員との有機的連携
を重視し，組織の人員体制を充実した余裕のある組織体制を敷いているなど，いくつかの仮説が導出された。
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Ⅰ はじめに
地域の森林整備の中心的な担い手として，森林組合に
対する期待は大きい(森林・林業白書, 2010)。地域の林業
振興および森林保全を議論する際，森林組合職員の業務
に対する認識や保有する能力の視点は欠かせない。森林
組合は，ドイツの森林組合を参照しつつ，林道の新設維
持，林産物の販売等に関する合同経営の有利性を一つの
根拠とし，1907 に第二次森林法で制度化された(1)。しか
し，1951 年の第三次森林法改正以降，協同組合としての
自主的発展および政策上期待される役割の両者を果たせ
ないことが森林組合不振論を招いた(1)。最近では，森林・
林業再生プランへの森林組合の対応においても各地域で
異なる課題が確認されており(2)，公共性と協同組合性の
両面にわたる課題が現在まで継続して残されてきた。
森林組合を対象とした近年の研究成果から，森林組合
が集約化施業，森林作業道の計画的開設などといった本
来業務を進めるためには，地域の産業，木材市場，労働
市場など複雑で動的に変化する環境への対応が必要であ
ることが指摘されている(3)。また，都築(2013)は，森林
組合研究のアプローチとして，
「組織（内向き）のマネジ
メント」の視点の必要性を指摘している(4)。
森林組合の林業振興に果たす役割に関する研究は少な
くない(4,5,6)。しかし，これらの研究では調査地が特定の
広域自治体に限られ，職員の認識と集約化施業や林業振
興の指標といえる木材生産量および木材価格との関係性
までを含めて検証した先行研究は確認されていない。
本稿では，全国の広域自治体を木材生産量および木材
価格を指標として分類し，指標に関連する外部環境およ
び森林組合職員の認識がどのように異なるのかを明らか
にする。分析の結果を踏まえ，森林組合職員の認識レベ
ルの向上が林業振興に及ぼす影響について考察する。

2013 年度森林組合統計および木材需給報告書から，人
工林の単位林分面積当たりの森林組合の一般用材の販売
数量(以下，
「用材販売量」)，一般用材の販売総額を総材
積で除した値(以下，
「平均単価」)の数値を算出し，これ
らの指標に基づき分析を行う(8)。表-2 のように，2 つの
指標の平均値を基準に 4 事象に分類すると，以下の A か
ら D の特徴に区別される。なお，埼玉，千葉，東京，神
奈川，石川，山梨，滋賀，大阪，鳥取，香川，沖縄の 11
都府県はデータ欠損のため，ここでは取り上げていない。
A : 「用材販売量」も「平均単価」も低い:13 県
B : 「用材販売量」が高く，
「平均単価」が低い:4 道県
C : 「用材販売量」も「平均単価」も高い:6 県
D : 「用材販売量」が低く，
「平均単価」が高い:13 府県
調査対象は，A から D の各事象の対象組合数が均等に
なるように選んだ 23 県の 318 組合である。
郵送および回
収の期間は 2015 年 9 月 9 日から 9 月 25 日までとした。
調査票は，組合長用，職員用を作成し，それぞれ 1 部，5
部を同封して発送した。
92組合から288 通の回答を得た。
調査票の内容については，外部審査機関が提案型集約
表－1. 調査票の設問の構成
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注：太字は組合の各分類群の間で有意差の確認された設
問を示す。
化施業の評価を行う「実践体制基礎評価」の審査基準兼
採点シート(7)や農林中金総合研究所が毎年実施する森林
組合アンケート調査を参考に「地理情報システムの活用」
，
「森林施業プランナー」
，
「集約化」
，
「組織風土」
，
「業務
への認識」の各テーマを設定した(表-1)。
これらの 4 つの分類群の外部環境について，重回帰分
析のステップワイズ法（変数減少法）を用いて説明変数
を検証した。また，森林組合職員の認識との関係につい
ては，データを各分類群単位でプールし，カイ二乗検定
を行い p<0.1 で有意差ありと判定した。
表－2. 調査対象の分類と特徴

注：太字の都道府県は調査対象を示す。
表－3. 用材販売量および平均単価と外部環境の関係

注 1：全ての変数でダミー変数を用いた(1:平均以下，2:
平均以上）
注 2：製材工場数，高性能林業機械保有台数，地籍調査進
捗率は，森林経営計画策定面積を含めずにステップワイ
ズ法を実施した場合の統計量を記載している。
注 3：*P<0.01, **P<0.05
表－4. 回答者の世代
表－5. 回答者の前職の有無

表－6. 回答者の出身地

注：*0.05<P<1.0, **P<0.05, ***P<0.01

Ⅲ 結果と考察
全国的な用材販売量と平均単価の関係を表-2 に示す。
用材販売量と平均単価による分類の結果，用材販売量に
ついては分布が低い値に偏り，A および D の道府県数が
多い。一方，平均単価についてはほぼ均等に分布してい
る。地域的なバランスをみると，東海地方の 4 県が D に
含まれ，東北地方は平均単価の低い，A および B に集中
しているが，他の地域はほぼ各分類群に分散している。
したがって，我が国の全体的な林業振興の課題を考える
際，各地の気候条件に加え，木材消費量や地籍調査の進
捗状況といった外部環境を踏まえて検討する必要がある。
まず，本稿の議論の前提として，外部環境が林業振興
の成績に及ぼす影響を確認する。外部環境として，製材
工場数(150kW 以上，300kW 以上)，高性能林業機械保有
状況および地籍調査の進捗率に加え，森林経営計画の策
定状況を選択した(9)。重回帰分析の結果，用材販売量で
のみ有意な因子が検出された。つまり，森林経営計画の
策定面積および高性能林業機械の保有台数が用材販売量
の説明変数として採択された。森林経営計画の策定は，
現行の森林環境保全直接支援事業（造林事業）の採択要
件であり，補助金を活用する上で必須の計画である。高
性能林業機械は効率的に伐木・造材および搬出を行うた
めの有効なツールであり，本稿の結果から，既に高性能
林業機械の導入が進んでいる地域において，量的に充実
した素材生産が達成されていることがわかる。
次に，森林組合職員の特性について属性に関する設問
の結果から確認する(表-4，5，6)。年齢層は，40 代を中
心に，30 代および 50 代に集中しており，森林組合職員
の年齢分布は，我が国の就業者の年齢階級別の分布と類
似している(10)。現状として，多くの職員は，転職を経験
しており(55.1 %)。伊藤・伊達(1996)は，森林組合作業員
が考える競合職種が自家農業，土木建設，誘致企業，農
協職員，地方公共団体などであったと報告している(5)。
本稿では前職の種類に関する自由記述の結果から，多い
職種は，
製造業(21.4%)，
営業(11.9%)，
木材・林業(11.9%)，
建設業(10.3%)，サービス業(10.3%)，行政(9.5%)などであ
る。つまり，伊藤・伊達(1996)の報告と共通して，土木
建設，地方公共団体に関連する職種が多い。近年，集約
化施業で，森林所有者に対する丁寧な説明や施業に対す
る前向きな意識の醸成といった働きかけの重要性が高ま
っていることや，低コストな路網の作設が必須となって
いることなどから，業務の中で前職の経験が生かすこと
が期待される。しかし，森林施業に関する技術や生態学
に関する知識などは，転職前の職種を見る限りでは，習
得が困難である。そのため，採用後の研修では，これら
の知識や技術の習得を目指すべきである。大学や林業大
学校などでの林業教育や採用のあり方を検討し，森林組
合の仕事に関心のある学生の就業実績を高める必要があ
る。
属性のうち，出身地に関しては，分類群の間で有意差

－ 70 －

中森研 No. 64 【論文】 2016
が確認された。A では県外出身者が 37.6%と多く，一方
で D では県内出身者が 76.3%と多かった。
GIS の活用は，C で進んでいる傾向が確認された。森
林組合が GIS を活用する主な目的として，森林所有者へ
の説明資料や集約化施業の提案資料作成および森林経営
計画の策定が知られており(11)，本稿においても用材販売
量が多いB や C では森林経営計画の策定が進んでいるこ
とが示された。さらに用材販売量が多い B や C では高性
能林業機械の導入も進んでおり，GIS を活用しながら積
極的に事業量を確保する必要性が高い。
施業プランナーと現業職員の課題共有については，C
で共有している割合が高かった。C で他の分類群よりも
GIS の活用が進んでいたことを踏まえると，C は「情報」
に着目し，収集や共有を重視した組織運営を心がけてい
る可能性が高い。また，用材販売量が多い B および C で
は，高性能林業機械の所有が進んでおり，機械の稼働率
を高める上で，森林施業プランナーと現業職員の間の縦
の情報交換は綿密に行う必要がある。このような理由の
ために，C では課題共有の意識が強いことが示唆される。
用材販売量が多い B および C でスギ・ヒノキの植栽に
関する回答は対照的であった。B ではスギ・ヒノキの植
栽をそれほど勧めないが，C ではより強く勧める傾向が
確認された。特に C では，広葉樹の植栽および天然更新
が他の分類群と比較して割合が低い。したがって，C で
は既に高い平均単価を持続させていく上で，再造林でス
ギ・ヒノキを植栽することが不可欠であるとの認識が強
いだろう。一方で，平均単価よりも伐採規模を重視する
B では，植栽樹種としてスギ・ヒノキに依存せずに現状
の収益の維持が可能であると認識する傾向が強いと思わ
れる。既存の森林組合対象アンケート調査の結果から，
再造林促進のための取り組みとして，伐採と造林の一体
化が最も多く採用されており(11)，C では地域で針葉樹用
材を永続的に収穫していく意識が強いと考えられる。
業務で最も重視する関係者については，B は組合理事，
D は県職員をそれぞれ重視する傾向が確認された。都築
(2013)は，静的で単純な経営環境においては「官僚制組
織」に近い組織形態でトップの強力な指導力が森林経営
計画の策定を促進する可能性を指摘している(4)。本稿で
は，B は森林経営計画の策定実績が多く，質より量を追求
する固定化された経営環境であるため，組合理事の影響
力が強いと考えられる。一方，D は，森林経営計画の策定
実績が十分ではない状況で，平均単価を引き上げる取り
組みを強化しており，現場管理を行う業務課長などの職
階と現場作業員の相互の連携に加え，林業普及指導員や
森林総合監理士などの県職員を中心とした外部との有機
的連携が奏功していると考えられる。

表－7. あなた自身は，GIS を活用し，過去の施業履歴を含
めた森林情報を管理しているか？

注：*0.05<P<1.0, **P<0.05, ***P<0.01
表－8. 森林施業プランナーと現業職員が課題を十分共有
しているか？

注：*0.05<P<1.0, **P<0.05, ***P<0.01
表－9. 皆伐後の更新について，所有者から意見を求めら
れた場合，あなたの回答に最も近いものはどれか？

注：*0.05<P<1.0, **P<0.05, ***P<0.01
表－10. あなたが業務を行うなかで最も重視する関係者

注：*0.05<P<1.0, **P<0.05, ***P<0.01
職場の雇用条件に関して，残業の多寡は分類群間で差
が確認された。A では「全くそう思わない」
，D では「あ
る程度そう思う」が多く，対称的な結果を示した。給与
の満足度は分類群の間で同様の傾向があり，D では高い
平均単価を達成することで，収入増による人件費の捻出
により，各職員の労働量を緩和することができていると
考えられる。D において県内出身者の割合が高いことは，
転職者の割合が全体的に多いことを踏まえると，D の雇
用環境の利点として少ない残業時間が認識されているこ
とと関連している可能性がある。
伊藤・伊達(1996)は，雇用条件の満足度を 7 段階で確
認したところ，17 項目の中で，
「給与・賞与の条件」や
「将来の発展性」では平均点が比較的低いが，分散が大
きいといった特異性があることを示し，作業員によって
両者に対する評価は大きく異なると指摘している(5)。そ
のため，本稿で示したように，給与の多寡ではなく，職
場での勤務時間が適切かどうかが林業現場での労働に対
する満足度に影響する可能性が示唆される。

－ 71 －

中森研 No. 64 【論文】 2016
表－11. 残業は自分の無理のない範囲に行っているか？

注：*0.05<P<1.0, **P<0.05, ***P<0.01
表－12. 近年の組合員の経営状況についての考え

注：*0.05<P<1.0, **P<0.05, ***P<0.01
表－13. 現場で活用できる有益な技術を広めていくために
心がけていることはあるか？

注：*0.05<P<1.0, **P<0.05, ***P<0.01
近年，組合員の経営状況については D で悪化している
と認識されていた。なお，組合組織の経営状況について
は，各分類群の間で有意差が確認されなかった。C および
D では平均単価は高いが，D では用材販売量が少ないため
に組合員に対する利益還元に課題があると考えられる。
また，D において職員の残業が少ない傾向を踏まえると，
D では C と比較して，より組合の収益確保に偏重し，人員
の確保による労務量の平準化を達成しているといえる。
地域の林業振興を図る上で，森林組合が組織の経営改
善だけではなく，組合員への利益還元をしっかりと考え
抜くことは不可欠であろう。しかし，既に，1955 年頃，
行政庁は，森林組合に行政目的を達成する手段としての
期待を持ち，さらに森林組合もその期待に応えることで
本来の業務と錯覚している場合が非常に多いと指摘し，
このように仕向けた行政機関の責任を指摘している(12)。
日本の林業振興を健全な形で進めていくために，林野庁
を中心とした行政機関は，森林組合の位置づけを抜本的
に見直すべきである。
用材販売量および平均単価がともに低い A で現場で活
用できる有益な技術を広める取り組みがより強く進めら
れている。A では木材のまとまった搬出量および良好な
価格形成を達成するために，技術的な課題が多く，具体
的に技術の伝搬に取り組んでいる職員が多いと推定され
る。このような従業員のやる気を組織運営および人事制
度と関連させ，持続可能な林業経営を行う組織に変革す
る必要がある(杉本ら, 2011)。

Ⅳ まとめ

平均単価を採用し，全国の森林組合を指標に基づいた 4
つの区分に分類し，地域の林業振興に向けた職員の認識
レベルの違いを検証した。まず，高性能林業機械の保有
や森林経営計画の策定状況といった要因が各分類群への
位置づけに影響していた。また，4 つの区分の間で，職員
の集約化施業の取り組みに対する認識，職場の待遇に関
する満足度，組織風土が異なっていることが示された。
本稿の結果および考察から，森林組合職員の認識や取
り組みは，全国レベルで俯瞰すると一定の相違が認めら
れることがわかった。つまり，森林組合職員が所管する
地域や都道府県の中にとどまらず，全国の森林組合の取
り組みから学ぶことは多いのではないだろうか。森林組
合の職員の意識改革を進める上で，本稿で取り上げた 4
つの区分を参考に状況の異なる他の森林組合と何らかの
方法で交流することは意義が大きい。また，林野庁をは
じめとした行政の役割として，森林組合が自立して地域
の林業振興に立ち向かえるよう，個々の職員のパフォー
マンス向上を前提とした現場目線の支援が不可欠である。
引用文献
(1) 田中茂 (1984)「第三章 森林組合研究の系譜と論点」
『現代林業経済論―林業経済研究入門―』鈴木尚夫編著,
日本林業調査会, 201-229
(2) 肱黒直次 (2012) 第 16 章森林組合 現代林業政策学
遠藤日雄編. 255-273.
(3) 都築伸行 (2012) 森林組合の事業展開と組織運営の
地域特性: 利用間伐期における林産事業分析を中心に.
林業経済研究 58(3), 1-11.
(4) 都築伸行 (2013) 森林組合の林産事業の展開と職階
別職務分担. 林業経済 66(7), 1-16.
(5) 伊藤勝久・伊達雅宏 (1996) 森林組合若手作業班員の
就業意識と雇用改善方策―島根県下の森林組合作業班員
の分析から―.日林関西支論 5, 1-4.
(6) 杉本和也・伊東康人・長谷川尚史 (2011) 森林組合職
員の職務満足向上に必要な取組について. 日本森林学会
大会発表データベース 122(0), 570-570.
(7) 林野庁『平成 22 年版 森林・林業白書』財団法人農林
統計協会, 2010 年, 78～82 頁
(8) 2013 年 度 森 林 組 合 統 計 ・ 木 材 需 給 報 告 書
www.maff.go.jp/j/tokei/index.html
(9) 林野庁業務資料
www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/kikai/daisuu.html
(10) 総務省統計局労働力調査
www.stat.go.jp/data/roudou/index.htm
(11) 室孝明・田代雅之 (2015) 第 27 回森林組合アンケー
ト調査結果.www.nochuri.co.jp/publication/soken/conten
ts/5650.html
(12) 鈴木圭麿 (1957) 「森林組合の性格からみた一考察」
会報第 48 号, 4-5

林業振興の達成度を示す指標として用材販売量および

－ 72 －

