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生産森林組合とは、「所有と経営と労働の一致」という理念のもと、組合員の出資によって
組合自身が森林を所有し、森林経営の協業化を図ることを目的とした協同組織である。森
林の公益的機能へのニーズが高まっているなか、改めて生産森林組合の社会的使命が問わ
れている。本稿では、木材価格の低迷や過疎化に伴う組合員の減少といった課題に直面し
つつも、経営の維持・発展を図り持続的な森林経営を行ってきた米川生産森林組合の取り
組みを紹介する。同組合の森林経営や地域との交流活動、森林認証を取得した経緯から、
生産森林組合の課題と今後の展望について考える。
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１．はじめに
近年、全国各地で集中豪雨による自然災害が多発している。その要因は様々だが、
被害拡大の一因として、戦後一斉に植えられた人工林の手入れ不足が挙げられる。森
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林の適切な管理は気候変動対策としても重要なことから、持続可能な森林経営の確立
は国際社会においても喫緊の課題となっている。
森林の保全や林業に関わる協同組合の一つに、生産森林組合がある。生産森林組合
とは、「所有と経営と労働の一致」という理念のもと、組合員による金銭または森林
の出資により組合自身が森林を所有し、森林経営の協業化を図ることを目的とした協
同組織である。1951 年の森林法改正により、現在の生産森林組合の前身にあたる生
産組合が制定され、後の 1978 年に森林組合法が制定されたことで、生産組合は生産
森林組合へと改称された。
全国の生産森林組合数をみると、入会林野近代化法が制定された 1966 年には 586
組合だったものが、1996 年の 3,482 組合をピークに減少に転じ、2019 年には 2,765
組合まで減少している。しかし、経営森林面積は 2019 年時点で約 31 万 ha あり、
決して小さい面積ではない。
生産森林組合の設立動機には、昭和の町村合併を契機として設立されたものが多い。
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1950 年代に全国的に進められた町村合併に際して、「部落有林」を新町村の所有に
移行することを防止するために、集落側では部落有林の所有権の受け皿をどうするか
が問題になった。記名共有林にすると離村者に対しても所有権を主張する余地を与え
ることになるため、権利者の全員を出資者とする生産森林組合法人を創設し、町村か
ら林地の譲渡を受ける対応が多く取られた。また、1966 年に入会林野近代化法が制
定されると、入会林野整備事業の導入に伴って、多くの生産森林組合が設立された。
同事業の目的は、入会林野の入会権を解消し、近代化を促進することで部落有林野の
高度利用を促進することにあった。しかし、集落において整備事業を導入する直接の
動機となったのは、1970 年代に入りゴルフ場用地や工場用地への貸付など入会林野
の土地転用の可能性が高まるなかで、権利関係を明確化するための実施であった。こ
のように、生産森林組合が設立された当初は、町村合併などの社会変容に対して各部
落有林の所有形態をどのように形成するかが主要な論点であり、森林経営の合理化を
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追求する組合はごくわずかであった。
現在、林業をとりまく経済状況の悪化により、生産森林組合の経営状況は厳しさを
増している。生産森林組合の経営にあたっては、組合員の 2 分の 1 以上がその組合
の行う事業に常時従事するものでなければならず、また組合が行う事業に常時従事す
る者の 3 分の 1 以上が組合員（または同一の世帯員）でなければならないという常
時従事義務が定められている。しかし、組合有林の林齢が上がったことで間伐作業等
の高度化、機械化が求められ、高齢化した組合員自身による森林管理は極めて困難に
なっている。さらに、収益源だった木材価格が低迷し、労賃の上昇と相まって経営の
収益は著しく悪化した。十分な収入がなく、森林経営に取り組むどころか法人税等の
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支出に苦慮し解散を望む組合も少なくない。
このような流れのなかで、2017 年４月に森林組合法の一部が改正され、生産森林
組合が他の組織形態に円滑に移行できるよう、株式会社、合同会社、認可地縁団体へ
の組織変更の手続きが措置された。法改正前は、生産森林組合が他の組織形態に変更
するためには解散の認可や清算手続きといった煩雑な事務手続きを経る必要があった
が、法改正後は組合員の 3 分の 2 以上の決議と都道府県知事による組織変更計画の
認可を得ることで、解散にかかる諸手続きを省略できるようになった。これは、経営
難を理由として生産森林組合を解散し、森林の所有を認可地縁団体に移す事例が増加
していることを受けたものであり、今後は全国的に認可地縁団体への移行が進むもの
と思われる。
生産森林組合の制度が創設されてから約 70 年が経ち、また入会林野の近代化の受
け皿としての位置づけが与えられてから 50 年以上が経過した。今日では、組合の円
滑な解散や組織変更手続きに関心が集まり、森林経営を担う協同組合として生産森林
組合はどうあるべきかという議論は置き去りにされている感がある。生産森林組合を
とりまく経営環境の厳しさは十分に承知しつつも、森林の公益的機能へのニーズが高
まっている現代だからこそ、改めて生産森林組合の社会的使命を問いなおす必要があ
るのではないだろうか。
本稿では、木材価格の低迷や過疎化に伴う組合員の減少といった課題に直面しつつ
も、経営の維持・発展を図り持続的な森林経営を行ってきた米川生産森林組合の取り
組みを紹介する。同組合の経営で特筆すべき点として、持続的な森林管理を認証する
国際的な制度である FSC 森林認証を 2017 年に取得するなど、積極的な森林経営を
展開してきた点が挙げられる。米川生産森林組合の森林経営や地域との交流活動を紹
介し、森林認証を取得した経緯とその影響を明らかにすることで、生産森林組合の今
後の展望について考えたい。

２．米川生産森林組合の概要と経営
米川生産森林組合が所在する宮城県登米市米川地区は、宮城県の北東部に位置し
おいのがわら

ますぶち

ている。1875 年の町村制施行に伴い狼河原村と鱒淵村が合併して米川村が発足し、
1957 年の昭和の合併により東和町が誕生、2005 年の平成の合併で登米市となっ
た。米川地区の人口は 2,418 人、809 世帯で、高齢化率は 39.1％である。総農家数
は 322 戸で経営耕地面積が１ha 未満の販売農家が７割と小規模農家が多い。総面
積 73.8km2のうち 85％を山林が占め、山村振興法により振興山村に指定されている。
就業者の産業別内訳をみると、1 次産業が 13.8％、2 次産業が 35.2％、3 次産業が
47.4％であり、約 7 割は登米市内への通勤となっている。総じて、農林業よりも近
隣の町に通勤することで生計を立てている住民が多い山村といえる。
米川生産森林組合は、昭和の町村合併の流れのなか、村有林が合併後の町の所有に
組み込まれることへの抵抗感から、旧米川村有林を引き継ぐ形で 1956 年に設立され
た。設立当時の組合員数は 942 名だったが、地域の過疎化や高齢化に伴い 2016 年
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の組合員数は 669 名まで減少している。特に 2000 年以降は、組合員の他地域への
転出や脱退により出資金総額が減少傾向にあり、そのことが組合経営における大きな
課題となっている。
組合の運営体制は、理事 8 名、監事 2 名となっており、理事の中から正副組合長
を 1 名ずつ選出している。さらに、常勤の職員 2 名と、4 名の作業員を雇用している。
組合の経営林面積は 928ha である。設立当時は 85％が天然林であり、薪炭林や採草
地として利用されていたが、その後造林を進め現在は 80％が針葉樹の人工林となっ
ている。針葉樹の樹種別面積割合は、5 割がスギ、4 割がアカマツとなっている。成
熟した森林資源を活用するため、高密に作業道を開設し、グラップル、プロセッサ等
の高性能林業機械の導入を進めてきた。素材生産量は 2016 年時点で 3,877㎥であり、
その 8 割は合板用材として隣接する石巻市の合板工場に出荷している。
また、特用林産事業として、「山菜の森」、「きのこの森」を造成している。山菜の
森では山ウドや葉ワサビ、ワラビ、タラの芽などの粗放栽培、きのこの森ではスギ林
にマイタケ培地を伏せ込み自然栽培を行っている。特用林産物は主に地元の道の駅や
インターネットでの販売を行っている。

３．地域との交流活動
米川生産森林組合では、木材生産の他にも、地元小学生との森林体験学習や山菜・
マイタケ狩り体験を通じた都市住民との交流など、経営林を活用した様々な活動を
行っている。
第一に、組合の職員が講師となり、米川小学校児童に対して課外学習を行っている。
課外学習の内容は、林業の伐採作業見学や森林の持つ公益的機能の解説、樹木の観察
などの環境教育である。また、米川小学校の 5・6 年生は国土緑化推進機構が支援す

【写真 1】地元小学生を対象とした環境教育（米川生産森林組合提供）
ＪＣＡ／研究REPORT／No.30／2021.11
生産森林組合の課題と展望

3

【写真 2】小学生の環境教育の様子（米川生産森林組合提供）

る緑の少年団として活動しており、毎年組合有林において児童が協力してマイタケの
栽培、収穫を行っている。収穫したマイタケの販売までを児童が行い、地域の子供た
ちの教育の場として組合有林が活用されている。この活動は、子供たちに森林の価値
を伝えると同時に愛郷心を育むための活動として位置づけられている（写真１・２）。
また、「山菜の森」
、
「きのこの森」を開放し、毎年春には山菜狩り、秋にはマイタ
ケ狩り体験のイベントを開催している。このイベントには地域住民の他、仙台市や南
三陸町からも参加者が訪れ、地域住民と交流する機会にもなっている（写真３）。
さらに、2010 年より組合経営林のうち 36ha で、登米市にある株式会社村田製作

【写真 3】春の山菜狩り体験（米川生産森林組合提供）
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所と「みやぎ里山コモンズ・パートナーシップの森づくり」を結んでいる。いわゆる
企業の森であり、企業より補助を受け、社員やその家族と共に植林や山菜狩り体験な
どの機会を創出している。

４．FSC 森林認証の取得とその影響
米川生産森林組合が 2017 年に FSC 森林認証を取得したことにより、森林管理の
水準をさらに高めることにつながった。以下では、米川生産森林組合が FSC 森林認
証を取得するに至った経緯について説明する。
（1）FSC 認証制度の概要
FSC 認証制度とは、持続可能な森林の利用・保全を目的として誕生した、「適切な
森林管理」を認証する国際的な制度である。認証を受けた森林からの製品には FSC
ロゴマークをつけることができ、そうした木材の優先的な利用を促進することで適切
な森林管理を行う林業事業者を支援し、世界全体の森林保全へつなげていこうとす
る取り組みである。FSC 認証には、森林が責任を持って管理されているかを認証する
FM（Forest Management）認証と、認証材が消費者の手に届くまでの加工・流通過
程の管理を認証する CoC（Chain of Custody）認証の 2 種類がある。木材が最終製品
として消費者の手に届くまでには長く複雑な加工・流通過程を経るため、FSC 認証を
受けた製品として販売するためには、森林管理から加工・流通に関わるすべての組織
が認証を取得する必要がある。FSC 認証には 1 つの組織単独で取得する方法と、グルー
プで取得するグループ認証があり、認証は FSC の認証基準に基づき独立した認証機
関が行う。
（2）森林認証取得の経緯
米川生産森林組合が取得したのは、FSC 認証のうち FM 認証であり、取得の背景に
は、登米市における FSC 認証制度の活用拡大の動きがある。登米市では、2016 年度
に市有林 2,717ha で FM 認証を取得した。その後、市内関係者による登米市森林管
理協議会を立ち上げ、登米市内の森林における FM 認証の拡大を図るため、宮城県東
部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部の支援のもと、市内の森林所有者に対し
て森林認証取得の働きかけを行った。同時に、市内の事業体における CoC 認証の取
得への支援を行った。
登米市が森林認証取得に取り組んだ動機は、森林認証の取得によって他産地の木材
との差別化を図り、市の森林・林業及び木材加工業の活性化につなげる狙いがあった。
特に、2020 年東京オリンピック・パラリンピック関連施設の建設には、原則として
森林認証材が使われることが決まっており、そのことも登米市が FSC 森林認証の取
得を目指した動機となった。実際に、新国立競技場をはじめとした 2020 年東京オリ
ンピック・パラリンピック関連施設の建設には、登米市の認証材を含む森林認証材が
使われた。
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こうした流れのなかで、米川生産森林組合は 2016 年に FM 認証の取得について登
米市から勧誘を受けた。しかし、米川生産森林組合としては、認証を取得しても木材
の買取価格が上がるわけではなかったため、認証取得に取り組む手間と費用を考える
と、経営にとってのメリットが感じられなかった。そのため、当初は森林認証の取得
は理事会の決議で見送られることとなった。
しかし、2017 年 10 月に米川生産森林組合は FM 認証を取得する。取得したきっ
かけは、認証を取得することで生産した木材の販路が広がるというメリットを、登米
地域事務所林業振興部の担当者から聞いたことである。森林認証を取得する以前は、
合板工場や製材所が過剰在庫となれば、丸太の受け入れがストップされるため木材の
出口がなくなるという問題があった。森林認証を取得することで木材の販路が広がる
のであれば、組合の経営にとってもプラスになると考え、米川生産森林組合では自主
的に森林認証に関する勉強会と情報収集を行った。例えば、実際に職員が取引先であ
る合板工場を訪問し認証材の需要について調査した。その結果、認証材のまとまった
需要があること、認証を取得することで今までの取引とは別の出荷枠で認証材を受け
入れてもらえることがわかり、認証取得への意欲が高まった。その後米川生産森林組
合は森林認証についての勉強会と話し合いを進め、将来の組合経営のために認証取得
に取り組むことを理事会で決定した。
登米市では 2016 年に市有林 2,717ha で FM 認証を取得した後、2017 年に FM 認
証を登⽶市の単独認証から登米市森林管理協議会のグループ認証に移⾏し、2018 年
には米川生産森林組合、個人有林、森林組合管轄森林をグループ認証に組み入れ、
8,475ha まで拡大した。その後さらに個人所有林 2 件が加わり、2020 年時点での認
証林面積は 9,167ha となっている（表）。
【表】登米市森林管理協議会の沿革

出典：ヒアリングをもとに筆者作成

（3）登米市森林管理協議会の取り組み
これらグループ認証の管理と認証材の流通管理を行っているのが登米市森林管理協
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議会である。協議会は登米市、登米市内を管轄とする各森林組合、米川生産森林組合、
個人森林所有者で構成されており、オブザーバーとして宮城県東部地方振興事務所登
米地域事務所林業振興部が置かれている。協議会の大きな特徴は、FM 認証管理事務
局と FM 認証材流通事務局の２つの事務局による役割分担と、流通の⼀元管理にある。
FM 認証管理事務局は協議会の代表として FM 認証の取得や更新の窓⼝となり、FM
認証の審査に必要となる森林管理計画書や森林作業共通仕様書、モニタリング実施要
領の作成や進⾏管理を担っている。こちらの事務局は登米市の産業経済部が担ってい
る。FM 認証材流通事務局は、登⽶市内の森林認証林から産出されるすべての⽊材の
流通を扱う役割＝「流通の⼀元管理」を担い、事務局は CoC 認証を取得している登
⽶町森林組合が務めている（図）。
【図】登米市森林管理協議会の体制

出典：ヒアリングをもとに筆者作成

実際に FSC 森林認証を取得するためには、森林経営計画の他に生物多様性の保全出
を考慮した施業指針や従業員の教育計画、モニタリング実施要領など多くの書類の作
成が必要であり、このことは単独の事業体や組合で森林認証取得に取り組む際の大き
なハードルとなる。しかし、FM 認証管理事務局が窓口として書類の作成や進行管理
を行うことで、組合が単独で認証取得に取り組むハードルを下げる役割を果たしてい
る。
また、登⽶市内の認証森林から産出されたすべての認証材は、FM 認証材流通事務
局が販売契約をした合板・製材工場等へ出荷される。流通事務局が登米市内の認証材
を一元的に管理することで、まとまった量の認証材を安定的に供給することが可能と
なり、取引先との価格交渉や出荷量の調整に対応できるようになった。その結果、認
証材の出口が確保され、森林組合等が安定して間伐等の森林施業を行うことにつな
がっている（写真４）
。
さらに、登米市森林管理協議会では広葉樹認証材の需要拡大にも取り組んでいる。
登米市森林管理協議会は、2017 年に東京で開催された家具・木材の展示会に参加し
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【写真 4】FSC 認証材（米川生産森林組合提供）

森林認証を取得した経緯や現状を紹介すると同時に、広葉樹材で作成した家具や小物
類の展示を行った。そこに参加していた CoC 認証を取得している木材加工業者から、
フローリング材の原料として認証広葉樹材を買い取りたいというオファーがあった。
（4）森林認証取得の影響
認証広葉樹材の需要が増えたことで、米川生産森林組合の森林経営にも大きな変化
があった。従来はスギ人工林の間伐をメインに行っていたが、認証取得後は広葉樹の
更新伐や針広混交林への転換が進んだ。以前より米川生産森林組合ではコナラ等の広
葉樹をシイタケ原木とチップ材として販売していたが、東日本大震災で発生した原発
事故の影響によりシイタケ原木の出荷規制がかかり、生産をすることができなくなっ
た。放射性物質は樹皮に貯まるため樹皮さえ取り除けば問題ないが、シイタケ原木は
樹皮がついたまま使用されるためである。コナラは樹齢が上がるとナラ枯れ病にかか
る可能性が高くなるため伐採し更新を促す必要があるが、材の需要先が利益率の低い
チップ材に限定されたため、広葉樹の伐採をすることができずにいた。しかし、ＦＭ
認証を取得し広葉樹のフローリング材としての需要が生まれたことで、再び広葉樹を
資源として活用することができるようになった。
ＦＭ認証の取得は、アカマツの不成績造林地の林種転換の可能性も広げている。組
合設立と同時期に行われた拡大造林によって広葉樹が伐採され、スギやアカマツが植
えられたが、近年の松枯れ病の被害によりアカマツの樹種転換が課題となっていた。
そこで、米川生産森林組合では国の支援も取り入れつつ、将来的にはアカマツ林から
広葉樹林への樹種転換を進めようと考えている。認証広葉樹材の需要拡大も踏まえつ
つ、針広混交林化を進めることで生物多様性にも配慮した森林を次世代に継承しよう
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という、FSC 認証の理念にも合致した取り組みである。

５．生産森林組合の使命と課題
森林の公益的機能に対するニーズが高まっている現在、将来世代に対して適切に管理
された森林を継承していくことは、森林を所有する協同組合である生産森林組合の社会
的使命といえる。しかし、林業の経営環境の悪化や組合員の高齢化等により、各地の生
産森林組合では経営の継続が困難となり、組合員の脱退や解散を求める声に頭を悩ませ
ているのが実情である。
そうしたなか、今回紹介した米川生産森林組合は、路網整備や高性能林業機械の導入
を軸に林業経営を安定化させるとともに、地元の小学生や企業、地域外の住民にも森林
と触れる場を提供するなど、狭義の林業の枠にとらわれない活動を行ってきた。さらに、
2017 年には組合有林を森林認証林として登録し、森林管理の水準をさらに高めている。
一方で、組合経営が順調に見える米川生産森林組合においても、組合員の脱退による
出資金総額の減少が大きな課題となっている。脱退者には出資金を返還する必要がある
ため、脱退者が頻発すれば組合の経営は破綻する。さらに、組合員の多くが高齢化して
いる現状を踏まえると、今後は組合員の世代交代、すなわち若い世代から支持を得られ
るか否かが組合の存続を左右する鍵となる。
米川生産森林組合が抱える課題について、森林の利用形態の変化とそれに伴う組合員
の意識の変化から、次のように説明できるだろう。もともと入会林野は、農民をはじめ
とする地域住民が飼料や薪などの生活用資材を採取するための場であり、生活を営む上
で必要不可欠なものであった。しかし、農村においても都市的な生活様式が一般化する
と、入会林野の採草・採薪場としての価値は大幅に低下した。その代わりに、森林は木
材を生産する場として活用されることになった。生産された木材は、住民の生活に直接
的に利用されるものではなく、市場での販売を通して金銭的な価値に変換される。その
結果、組合員に森林の価値が金銭的な価値として認識されれば、組合に加入するメリッ
トは出資金に対する配当金の多寡といった基準で判断される可能性がある。組合に加入
しても経済的な還元がなければ、脱退して出資金を返還してもらうほうが良いと判断する
組合員が出てくることや、後継者が組合に加入する意義を見出せなくなるのは当然の流れ
であろう。
経営の改善を進め組合員に配当という形で還元することができれば望ましいが、木材
価格が低迷しているなかで木材販売収益のみで組合員に配当することは容易ではない。
そこで、経済的利益とは別に、組合が森林を管理経営していることの価値を組合員に認
めてもらうことが重要になる。
例えば、米川生産森林組合が行っている小学生への環境教育は、子供たちに森林の
役割を体感し学んでもらう取り組みであり、毎年春秋の森林体験イベントは地域の交流
人口を増やすことに貢献している。生産森林組合が山菜の森、きのこの森を維持管理し
ていることで、地域住民が特用林産物の収穫を楽しむことができる。FSC 森林認証の取
得は、販路の拡大により組合経営の維持・発展に寄与すると同時に、針広混交林への誘
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導による生物多様性の向上など、森林の公益的機能を高める契機となっている。これら
を通して、経済的価値とは異なる森林の価値を組合員に還元しているといえる。米川生
産森林組合の事業展開は、今後の生産森林組合が目指す方向性の 1 つとして注視してい
く必要があるだろう。
最後に、生産森林組合の事業展開において、市町村の林務行政や森林組合等と連携
することの重要性を指摘しておきたい。FSC 森林認証の取得の際には、登米地域事務所
林業振興部の担当者からの情報提供が、森林認証制度に関する情報収集を行うきっかけ
となった。また、登米市森林管理協議会が FM 認証管理事務局と FM 認証材流通事務局
の役割を担っていたことは、認証にかかる事務作業の負担軽減や、認証材を大ロットで
安定して供給することにつながっている。生産森林組合単独では困難な事業でも、地域
の林務行政や森林組合と相互に連携し、情報の共有や役割分担を行うことで、持続的な
森林経営への活路が開かれる可能性がある。生産森林組合は困難な状況に直面している
が、解散を選択する前に改めてその使命と向き合い、組合員に必要とされる事業の方向
性について関係者と連携しながら探っていくことが求められる。
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