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第１章 計画の策定の背景 

 

 １.計画の趣旨 

 

本市の森林面積は、2,645.36ha で、市域の面積の約 28％を占め、戦後、七沢地区等

では、スギ、ヒノキの造林が盛んに行われ、広葉樹とともに、高齢化した立木となって

おります。 

森林は、木材等の林産物の供給を始め、水源のかん養、山地災害の防止など、多面的

な機能を有しており、特に近年では、地球温暖化に対する二酸化炭素の吸収源としての

機能や、森林浴や景観によって人の心や身体を癒す保健休養としての機能、そして生物

多様性保全などの機能も期待されております。 

しかしながら、私たちの生活様式の変化に伴い、家庭燃料が薪から石油・ガスに変わ

るとともに、外材の輸入の影響を受け、建築材料が木材中心から新建材に変わり、森林

を活用する機会が少なくなり、林業に携わる労働者も減少、高齢化し、手入れの行き届

かない森林が増え、森林の荒廃が進んでいる状況にあります。 

  このような状況の中、平成 23年３月に森林の荒廃の防止と多面的機能の維持・確保を

目的に、森林再生・整備の指針となる「元気な森づくり整備計画（計画期間：平成 24 年

度から平成 28年度）」を策定しました。 

  この度、森林の荒廃を防止し多面的機能を維持するための施策は、将来にわたって継

続していく必要があることから、本計画の計画期間を平成 29 年度から平成 33 年度まで

として、改定することとしました。 

 

本計画に基づく整備の推進により、活力ある森林の再生

と、森林の有する木材生産機能や水源のかん養機能を始め

とした多面的な機能が発揮され、自然環境や人々の生活環

境の維持・増進が図られるものと考えます。 

こうした、森林のもたらす恩恵を何時
い つ

でも人々が最大限

享受できるように「元気な森」を次世代へ引き継いでいく

必要があります。 
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２.森林の現況と問題点 

 

 （１）現況 

厚木市の地形は、山中湖を源とする相模川の右岸に開けた扇状の地形で、丹沢山

地、中津山地に連なる西北部の丘陵地帯とそこから東南に穏やかに開けた平野部か

らなっており、丹沢山地の大山の山頂（1,252ｍ）から、山麓、台地そして相模川

右岸に至る変化に富んだ地形を有しています。 

丹沢山地は新第三紀中新世の丹沢層群、中津山地は愛川層群が分布しています。

その主体は、海底火山起源の火山砕屑岩
かざんさいせつがん

です。南北方向に断層構造が走っており脆

弱な地質と言えます。 

このような基盤に成立している厚木市の森林の面積は 2,645.36ha で、本市面積

（9,384ha）のうち、約 28％を占めています。 

厚木市の森林の内訳は図１に示したとおりで、広葉樹林が最も多く 64.7％

（1,712.07ha)、スギ林は 19.1％（505.7ha)、ヒノキ林は 8.4％(222.5ha)を占めて

います。広葉樹林は、ほとんどがクヌギ・コナラ群集です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

注）GIS による集計 

            図１ 厚木市の森林の状況 
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（２）問題点 

スギ、ヒノキの針葉樹林と広葉樹林の林齢別の面積を集計したものが、表１及び

図２です。 

針葉樹林の林齢 51年生～65 年生は 349.6ha で針葉樹林全体の 48％を占め、広葉

樹林の林齢 51年生～75年生は、1,579.72ha で広葉樹林全体の 92.3％を占め、針葉

樹林、広葉樹林ともに高齢化が進んでいます。 

 

表１ 樹種別・林齢別面積(ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 樹種別・林齢別面積(ha)  

 注）GIS による集計による 

林齢 
人工林 

広葉樹林 
スギ ヒノキ 小計 

1-5 2.07 0 2.07 3.56 

6-10 0 0 0 0 

11-15 0.75 1.36 2.11 0 

16-20 1.32 6.77 8.09 4.42 

21-25 0 6.78 6.78 0 

26-30 0 15.48 15.48 1.77 

31-35 2.92 46.95 49.87 0 

36-40 6.09 22.80 28.89 0 

41-45 5.26 6.42 11.68 3.96 

46-50 8.78 4.72 13.5 14.16 

51-55 58.18 13.49 71.67 136.26 

56-60 129.74 27.74 157.48 552.50 

61-65 94.20 26.25 120.45 413.55 

66-70 78.14 24.70 102.84 333.61 

71-75 52.80 4.60 57.40 143.80 

76- 65.45 14.44 79.89 104.48 

計 505.70 222.50 728.20 1,712.07 

針葉樹林 面積 (ha) 高揚樹林 面積 (ha) 
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i) 針葉樹林の問題点 

表１及び図２において、林齢が 15 年生以下の針葉樹林がほとんどないのは、過

去 15 年において、伐採が行われなかったことを示しています。これは、材価の低

迷によるところが大きいと思われます。  

林業という視点で考えれば、極めて偏った年齢構成にあると言わざるを得ません。

さらに、手入れの行き届かない針葉樹林が多く分布し、水土保全機能を始めとする

多面的機能の低下が認められます。また、手入れが遅れた針葉樹林からは、通
つう

直
ちょく

な

良い材は生産できないため林業的にも大きな問題です。 

 

ii) 広葉樹林の問題点・・・里地・里山の諸問題 

里地・里山とは、集落とそれを取り巻く森林、それらと混在する農地、ため池等

で構成されます。従来の里山は、20年程度のサイクルで伐採され、それに伴った生

態系が維持・形成されていました。しかし、厚木市の広葉樹林は薪炭
しんたん

生産が減少し

て以来、放置された状態にあるため高齢化しており、里山特有の生物の生息域の消

滅と生物種の減少が問題となっています。 

また、人の手が入らなくなったことにより、見通しが悪くなり、シカやサル、イ

ノシシ、ツキノワグマ等の野生動物が集落にまで近づきやすくなったということも

指摘されています。 

奥山から里山まで切れ目なく森林は続いています。奥山は自然に任せた豊かな環

境に、人里近くの山林は積極的に利用するなど、人と動物のすみわけにつながるよ

うな取組が必要です。 

広葉樹林の高齢化は、萌芽力
ぼうがりょく

の低下をもたらすとされ、引き続き萌芽更新
ほうがこうしん

を期待

するのであれば、積極的に伐採していかなければなりません。 

注）萌芽：樹木の一部を切除することにより、新しい芽がでてくること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 七沢における広葉樹林 
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iii)  森林の高齢化の問題 

図３は、樹種別・林齢別炭素吸収量ですが、スギの針葉樹林では 11～20 年生を

ピークにして低下していきます。このように、森林は高齢化により炭素吸収量は低

下していきます。若い森林は、二酸化炭素を盛んに吸収しますが、老齢過熟な森林

は吸収が衰えていきます。 

したがって、地球温暖化防止のため、二酸化炭素吸収量を増加させるには、森林

の若返りを図る必要があります。これは、針葉樹林、広葉樹林双方にについて言え

ます。 

さらに、高齢化し手入れの遅れた針葉樹林は、土壌浸食が顕著になり、水土保全

機能を始めとする公益的機能が低下していきます。 

 

 

 

 

 

出典：長野県地域森林計画主要樹種林分材積表に基づく試算 

図３ 樹種別・林齢別の二酸化炭素吸収量 
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３.整備状況 

 

厚木市の森林 2,645.36ha の中で、県行造林や旧公社有林、厚木市有林といった公的

管理森林については、私有林に比べると管理が行き届いています。その面積は、615.22ha

になります（県森連 GIS による）。 

一方、私有林については、森林の水源かん養機能を始めとする多面的機能の高揚を目

的として「水源の森林づくり」や、林業支援として各種造林補助事業等により、県と市

が積極的に整備を行ってまいりました。その面積は、平成 27 年度までで 432.45ha にな

ります（県森連 GIS、市の森林整備実績による）。 

「水源の森林づくり」等による森林整備は、これからも続いていきますが、平成 27

年度までの整備面積を除くと、手入れの行き届かない森林面積は 1,597.69ha になり、

これは厚木市の森林面積の約 60％になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図４ 森林の整備状況（平成 27年度まで） 
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４.国、県の動向 

 

 （１）国の動向 
ⅰ）森林・林業基本計画 

国の動向としては、平成 28 年５月 24 日に新たな森林・林業基本計画（以下「基

本計画」）が閣議決定されました。基本計画は、森林・林業基本法に基づき、森林・

林業をめぐる情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年ごとに変更することとされてい

ます。 

今回の基本計画では、本格的な利用期を迎えた森林資源を活かし、需要面におい

てはＣＬＴや非住宅分野等における新たな木材需要の創出と、供給面においては、

主伐と再造林対策の強化等による国産材の安定供給体制の構築を車の両輪として

進め、林業・木材産業の成長産業化を図ることとしています（資料参照）。 

ⅱ）林地台帳制度 
     木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下する中、

森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明確な森林が増加し、森林整備

に支障が生じています。 
     こうした状況を踏まえ、平成 28 年５月の森林法の一部改正において、市町村が

統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整

備・公表する林地台帳制度が創設されました。平成 31 年度から本格的な制度運用

が開始されます。 
     制度の概要は、以下のとおりです。 
    a  林地台帳の作成主体は、市町村です。 
    b  林地台帳の対象となる森林は、民有林です。 
    c  市町村が、森林所有者や境界等の情報を一元的に取りまとめ、台帳情報の一部

を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供するこ

とにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としてい

ます。 
ⅲ）森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設 

パリ協定※の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や

災害防止を図るための地方財源を安定的に確保する観点から、森林関連法令の見

直しを踏まえ、平成 31 年度税制改正において、国税として森林環境税（仮称）及

び森林環境譲与税（仮称）が創設されることになりました。 
森林環境税（仮称）は、平成 36 年度から課税され、その一方で、新たな森林管

理システムの施行とあわせ、森林環境譲与税（仮称）は、平成 31 年度から国から

市町村に譲与されます。 
平成 35 年度までの譲与財源は、後年度における森林環境税（仮称）の税収を先
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行して充てるという考え方の下、暫定的に譲与税特別会計における借入れにより

対応し、借入金は、後年度の森林環境税（仮称）の税収の一部をもって償還され

ます。 
ⅳ）森林経営管理法（森林経営管理制度） 

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、森林経営管理法に

基づく森林経営管理制度が、平成 31 年度からスタートします。システムの概要は、

以下のとおりです。 
a 森林所有者に適切な森林の経営管理を行う責務を明確化する。 
ｂ 森林所有者自ら森林の経営管理を実行できない場合、市町村が森林の経営管

理の委託を受ける。 
c 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託する。 
ｄ 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林は、市町村が管理を実

施する。 
※ パリ協定 

     〇 開発途上国を含む全ての国が参加する2020年以降の国際的な温暖化対策の

法的枠組み 
〇 2015 年のＣＯＰ21（気候変動枠組条約第 21 回締約国会議）で採択され、

2016 年 11 月に発効 
 

 （２）県の動向 

県の動向としては、平成 28 年度、神奈川県地域森林計画（以下「地域森林計画」）

が変更されました。地域森林計画は、森林法の一部を改正する法律に基づき、基本

計画及び全国森林計画の変更に則すよう変更を行ったものです。 

今回の変更は、「計画の趣旨」及び「個別の計画事項」に鳥獣害の防止に関する

事項が追加されたこと等が主な内容となっています（資料参照）。 

なお、地域森林計画の森林法で定められた５年ごとの見直し（計画樹立）時期は

平成 29 年度であるため、森林計画図及び森林簿の更新、森林現況データ等の更新、

各種計画量の見直し等は平成 29 年度に行うこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


