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Ⅰ 協議会の事業活動等の概況に関する事項
１．主要な事業内容、事業の経過及びその成果
＜ソフト対策＞
○平成２９年度に作成した「大館北秋田地域林業成長産業化に向けたロードマップ」に基づ
く取り組みの推進、進捗管理の実施のため、「秋田県大館北秋田地域 林業成長産業化地域
構想推進・進捗管理業務」を委託し、重点プロジェクトの進捗管理、都市部での木材利用に
関するアンケート調査の分析や苗木生産に関するマニュアル作成を実施した。
○大館北秋田地域の森林資源の循環利用を実行するため、「森林経営及び木材販売に関する
協定書」に基づく施業及び木材供給を実施。新型コロナウイルス感染症等の影響による原木
滞留が発生する中、広域的な流通網を展開することで原木販売価格の向上を図ったほか、大
径材の製材向け造材を実践する等の新たな取り組みを行った。
○都市部での木材利用に向けた取り組みとして、大館市と防災協定を締結している渋谷区と
の連携により、渋谷区公共施設への秋田スギ製品の供給を行った。
○協議会の取り組みや会員情報等の紹介のため、パンフレット作成を目的とした「秋田スギ
等地域産木材パンフレットデザイン作成業務」を委託し、デザインを作成した。
２．協議会活動等に関する事業
部会間の情報共有、部会毎の進捗管理を行ったほか、「ニホンジカ対策」現地検討会やス
マート林業の普及に向けたドローン苗木運搬実証試験等に参加した。
①協議会の開催 以下のとおり実施した。※事務局打合せは除く。
（１）第７回幹事会（書面会議）
書面会議日
内容等

令和２年５月１１日（月）
１
２

令和元年度事業報告・収支決算報告について（総会議案）
大館北秋田地域 林業成長産業化に向けたロードマップの変更につ

いて
３ 森林経営及び木材販売に係る協定の変更について
４ 令和２年度事業計画案・収支予算案について（総会議案）
５ 大館北秋田地域林業成長産業化協議会規約の改正について（総会議
案）
（２）令和２年度総会（書面決議）
書面決議日
内容等

令和２年５月２９日（金）
【議案】
第１号 令和元年度事業報告・収支決算報告について
第２号

令和２年度事業計画案・収支予算案について

第３号 大館北秋田地域林業成長産業化協議会規約の改正について
【報告】
第１号 大館北秋田地域 林業成長産業化に向けたロードマップの変更
について
第２号 森林経営及び木材販売に係る協定の変更について
（３）第１１回部会
開催日

令和２年７月２日（木）

会場

大館市役所比内総合支所

参加者数
内容等

３階

３０１会議室（大館市）

３６名
【協議案件】
（１）令和２年度事業説明について
（２）令和２年度各部会の取組方針・到達点について

（４）再造林推進部会
開催日
会場
参加者数
内容等

令和２年９月８日（火）
大館市北地区コミュニティセンター

本館

研修室（大館市）

１９名
【協議案件】
（１）協定フィールドの取組みについて
（２）協定フィールドの提案書作成演習について

（５）再造林推進部会（作業システム検討会）
開催日
会場
参加者数
内容等

令和２年１０月１５日（木）午前
大館市岩瀬字繋沢

市有林／五色湖ロッジ（大館市）

３１名
【協議案件】
（１）概要説明
（２）現地視察
（３）作業システム発表
（４）意見交換

（６）再造林推進部会（企画提案書に関する意見交換会）
開催日
会場
参加者数
内容等

令和２年１０月１５日（木）午後
大館市役所田代総合支所

３階

大会議室（大館市）

２８名
【協議案件】
（１）概要説明
（２）企画提案書提出結果について
（３）意見交換

（７）第１２回部会
開催日
会場
参加者数
内容等

令和２年１０月３０日（金）
大館市北地区コミュニティセンター

別館２階

多目的室（大館市）

２９名
【協議案件】
（１）令和２年度事業進捗状況について
（２）令和２年度各部会の取組状況に関する意見交換

（８）第１３回部会
開催日
会場
参加者数
内容等

令和２年１２月１６日（水）
大館市北地区コミュニティセンター

別館２階

多目的室

３７名
【協議案件】
（１）令和２年度事業進捗状況について
（２）令和３年度協定フィールドについて
（３）グループワーク

（９）再造林推進部会
開催日
会場
参加者数
内容等

苗木生産者会議

令和３年１月８日（水）
大館市役所

本庁２階 第１会議室（大館市）

１２名
【協議案件】
（１）苗木生産マニュアルについて

（１０）大館市花岡繋沢地域森林整備推進協定に関する運営会議（米代東部森林管理署主催）
開催日
会場
参加者数
内容等

令和３年１月２７日（木）
米代東部森林管理署

会議室（大館市）

１６名
【協議案件】
（１）森林共同施業団地における来年度の事業内容打合せ
（２）「民国連携した林産物の安定供給システム」販売について
（３）協定を延長した場合の区域や施業集約化について

（１１）再造林推進部会
開催日
会場
参加者数
内容等

苗木生産者会議

令和３年２月２６日（金）
大館市役所比内総合支所

２階

庁議室（大館市）

６名
【協議案件】
（１）苗木生産マニュアルについて

（１２）再造林推進部会
開催日
会場
参加者数
内容等

令和３年３月１０日（火）
大館市役所比内総合支所

２階

庁議室（大館市）

１１名
【協議案件】
（１）令和３年度協定フィールドについて
（２）令和２年度協定フィールド実績見込みについて

（１３）第１４回部会
開催日
会場
参加者数
内容等

令和３年３月１８日（木）
大館市北地区コミュニティセンター

別館２階

多目的室（大館市）

３４名
【協議案件】
（１）令和２年度事業報告
（２）令和３年度事業について

②調査・研究の実施、研修会等の開催
会員の林業経営・林業技術の向上、ロードマップの推進に資する先進事例の調査等のため
開催・参加したものである。内容は以下のとおり。
（１）令和２年度「ニホンジカ対策」現地検討会
開催日

令和２年９月１５日（火）

主催

米代東部森林管理署

会場

座学：北秋田地域振興局 ３階 第１・２会議室（北秋田市）
現地：能代市二ツ井町富根地区民有林（能代市）

内容等

・被害地の対策等について
・シカの動態について
・シカヌタ場、越冬地の説明・見学

（２）ドローン苗木運搬実証試験見学
開催日

令和２年１１月１１日（水）

主催

大館市

会場

大館市岩瀬字繋沢

参加者数
内容等

大館市有林（大館市）

１４名
・苗木運搬実証試験内容の説明及び実証試験の見学

（３）秋田スギ講座・ワークショップ
開催日
会場
参加者数
内容等

令和２年１１月２８日（土）
大館市立中央公民館

第１・２研修室（大館市）

２１名
講座：『秋田スギの桶や樽を科学する』
講師：秋田県立大学木材高度加工研究所

准教授

足立

幸司

氏

ワークショップ：『スギ桶を用いた味噌仕込み体験』
講師：食育指導師・みそソムリエ 小山 明子 氏
（４）東京都内・千葉県木更津市出張
開催日

令和２年１２月２１日（月）～１２月２３日（水）

視察先

＜１２月２１日（月）＞
①レストランキュイジーヌ ラ・シャンス東京見学（東京都江東区／大
館市産材供給施設）
②渋谷区役所 財務部施設整備課訪問・神南分庁舎跡地複合施設（仮称）
見学（東京都渋谷区／大館市産材供給施設）
＜１２月２２日（火）＞
③㈱キーテック木更津工場訪問（千葉県木更津市／大館市産秋田スギ丸
太供給先）
④㈱長谷川萬治商店訪問（東京都江東区／ウッドスタート宣言企業）
⑤東京おもちゃ美術館・芸術と遊び創造協会訪問（東京都新宿区／木育）
＜１２月２３日（水）＞
⑥林野庁各課訪問（東京都千代田区）
⑦物林㈱訪問（東京都江東区／総務部会 副部会長）
⑧㈱竹中工務店訪問（東京都江東区）

（５）２０２１林業成長産業化地域サミット in 最上・金山（リモート開催）
開催日
会場
内容等

令和３年２月１６日（火）
金山町役場（配信元）
【基調講演】
①「林業成長産業化地域創出モデル事業のねらいと期待される事業展開」
講師：山形県森林協会 会長理事 今井 敏 氏（元・林野庁長官）
②「最新の林業・木材産業の動きと期待される新たな木材利用の推進」
講師：林野庁森林整備部付（前研究指導課長）森谷 克彦氏
【取組紹介】
①山形県：最上・金山地域（最上・金山森林ノミクス推進協議会）
説明者：金山町森林組合 常務 狩谷 健一氏
②秋田県：大館・北秋田地域（大館北秋田地域林業成長産業化協議会）
説明者：大館市産業部林政課 主任主事 千葉 泰生
③福島県：南会津地域（南会津林業成長産業化推進協議会）
説明者：南会津町農林課林業成長産業化推進室林業振興係長 渡部和臣氏
④宮城県：登米地域（登米市森林管理協議会）
説明者：登米森林組合 参事 竹中 雅治 氏
⑤北海道：渡島地域
説明者：北海道渡島総合振興局林務課 主査 小川 啓匡 氏

【パネルディスカッション】
テーマ：「林業成長産業化を基にした将来の地域の林業・木材産業」
コーディネーター：山形県みどり推進機構 専務理事 安達 喜代美 氏
パネリスト：各県事例報告者
アドバイザー：林野庁森林整備部（前研究指導課長）森谷 克彦 氏
一般社団法人林業経済研究所フェロー研究員 藤原敬 氏
【林業成長産業化に向けた共同宣言】
〇大館市長：福原 淳嗣
〇南会津町長：大宅 宗吉 氏
〇金山町長：佐藤 英司 氏
③イベント等への出展・協賛・後援等
（１）大館曲げわっぱ１５０年の森育成事業（後援）
開催日

令和２年７月１６日（木）

主催

大館市

会場

岩瀬字内町口

内容等

大館市有林（大館市）

下刈体験、森林教室

（２）森林づくり講演会（後援）
開催日

令和２年８月１０日（月）【山の日】

主催

大館市

会場

秋田職業能力開発短期大学校

内容等

２０７教室（大館市）

講演「林(りん)ヲ営(いとな)ム ～木の価値を高める技術と経営～」
講師：林材ライター 赤堀 楠雄 氏

（２）「大館市生涯学習フェスティバル」への出展
開催日

令和２年９月２６日（土）～２７日（日）

主催

大館市生涯学習推進本部

会場

大館市中央公民館アリーナ（大館市）

内容等

「ＲＩＮＳＥＩＫＹＯアカデミア～木材最前線！～」
・木材知識・研究成果紹介コーナー

３．地域構想重点プロジェクトに関する事業
①委託事業
（１）秋田県大館北秋田地域 林業成長産業化地域構想推進・進捗管理業務
受注者
期間
委託内容

能代市字海詠坂１１番地１
森林資源バイオエコノミー推進機構株式会社
令和２年６月５日

から 令和２年３月２６日

代表取締役

高田

克彦

まで

＜目的＞
大館北秋田地域において、林業成長産業化地域構想に掲げる重点プロ

ジェクトの推進及び大館北秋田地域林業成長産業化に向けたロードマッ
プに掲げる対策の進捗管理・実行方法の立案等について委託することを
目的とする。
＜委託内容＞
・大館北秋田地域林業成長産業化協議会運営支援（事務局運営）
・大館北秋田地域林業成長産業化協議会進捗管理（幹事会・部会運営）
・事例調査（再造林・育林関係基金設立事例等）
・実施手法の立案及び実行監理支援（ロードマップ）
・計画実行監理（秋田県大館北秋田地域 森林資源循環利用計画）
・打合せ協議（全体業務打合せ協議）
（２）大館北秋田地域林業成長産業化協議会ホームページ運用保守業務
受注者
期間
委託内容

大館市御成町四丁目８－７４
東光コンピュータ・サービス株式会社
令和２年６月５日

代表取締役

から 令和３年３月２６日

藤盛

公之

まで

＜目的＞
協議会の管理するホームページを円滑に稼動させ、機能を維持させる
ことを目的とする。
＜委託内容＞
○ホームページ作成ツール保守
・ホームページコンテンツのバックアップ
・システムのリビジョンアップ
・ドメインの管理（取得、更新、維持）
・サーバの維持管理

（３）秋田スギ等地域産木材紹介パンフレットデザイン作成業務
関連重点Ｐ
受注者
期間
委託内容

◆「循環の輪」プロモーションプロジェクト
大館市御成町四丁目８－７４
東光コンピュータ・サービス株式会社
令和２年９月４日

代表取締役

から 令和３年３月１９日

藤盛

公之

まで

＜目的＞
大館北秋田の秋田スギ等の地域産木材や大館北秋田地域林業成長産業
化協議会（以下、
「協議会」という）の会員の製品を広く周知するための
パンフレットを作成するため、当該パンフレットデザインの立案・作成
について委託することを目的とする。
＜委託内容＞
１．ビジュアルイメージプランニング
２．キャッチフレーズ案検討
３．素材画像等の選定
４．イラスト表現対象の決定

５．レイアウトデザイン
６．コピーライティング
７．校正（３回程度）
②ソフト対策事業
（１）林業・木材産業関係資格取得支援（旅費支給）
事業概要

林業・木材産業関係資格取得のための研修会・試験会場への旅費支給

対象

大館北秋田地域における林業成長産業化地域構想及び林業成長産業化に
向けたロードマップの取り組みに資する資格

申請者

㈲阿部林業、㈲新林林業、㈲伊東農園、㈲山田造材部、山一林業㈱、㈱
石川組、㈱沓澤製材所、古河林業㈱

資格取得状況

＜森林整備関係＞ 延べ人数４５名
・車両系建設機械（解体用）３名
・はい作業主任者技能講習 ３名
・緑の雇用事業体指導員能力向上研修 １名
・車両系木材伐出機械等の運転特別教育講習会 １名
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 ４名
・チェンソー作業従事者特別教育 １名
・チェンソー作業従事者特別教育（補講） ４名
・玉掛け技能講習 ３名
・小型移動式クレーン運転技能講習 ４名
・普通救命 １名
・牽引免許 １名
・危険物取扱者試験 丙種 ３名
・刈払機作業従事者の安全衛生教育講習 ３名
・不整地運搬車運転技能講習 ２名
・機械集材装置運転 ２名
・車両系建設機械（整地等）運転 １名
・フルハーネス型落下制止器具作業に係る特別教育 １名
・伐木等機械運転・走行集材機械運転・簡易架線集材装置等運転
・フォレストリーダー ４名
・フォレストワーカー1 年次研修 １名
・フォレストワーカー3 年次研修 １名
＜木材加工関係＞ 延べ人数２３名
・ショベルローダー等運転技術講習 ５名
・木材加工用機械作業主任者技能講習 ４名
・アーク熔接特別教育講習 ２名
・甲種防火管理新規講習

１名

１名

・乾燥設備作業主任者技能講習
・フォークリフト運転技能講習
・丸のこ取扱作業 ４名
・準中型免許 １名
・第一種衛生管理者 １名
（４）大館北秋田地域林業成長産業化協議会
事業概要
対象

２名
３名

会員インタビュー事業

大館北秋田地域林業成長産業化協議会の部会及び会員の紹介を目的に、
協議会ホームページへの記事掲載のための取材及び記事作成を実施。
再造林推進部会

副部会長、木質バイオマス利用促進部会

部会長・副

部会長
依頼先

島田

真紀子

氏（フリーライター／大館市）

４．地域構想重点プロジェクトに関連するその他の事業（協議会予算対象外・参考資料）
①ハード対策事業
【Ｈ３０年度】
（１）苗木増産プロジェクト
事業主体

㈲伊東農園（北秋田市）

事業種目

コンテナ苗基盤施設等整備

事業内容

育苗施設１棟、苗抜取機械１台、播種機１台、ローラーコンベア２２台、
コンテナ容器２，５００個、トレー２，０００枚、その他資材

事業期間

平成３０年２月１９日～平成３０年５月２４日

（２）「秋田の極上品」等秋田スギ利活用プロジェクト
事業主体

㈱沓澤製材所（大館市）

事業種目

木材加工流通施設等整備

事業内容

木材加工施設装置一式、木材乾燥機２基、その他一式（高速モルダー、
スタッカー装置、モルダー搬送ラインほか）、ショベルローダー１台

事業期間

平成３０年２月１６日～平成３１年１月３１日

（３）木質バイオマス利用促進プロジェクト
事業主体

大館市：ハチ公の駅（現：秋田犬の里）（大館市）

事業種目

木質バイオマス利用促進施設整備

事業内容

木質資源利用ボイラー（ペレットボイラー）１台、燃料投入施設１台、
熱交換器１台、吸収冷凍機一式、熱利用配管一式

事業期間

平成３０年１月２３日～平成３１年１月３１日

【Ｒ０１年度】
（１）主伐・再造林一貫作業システム推進プロジェクト
事業主体

㈲山田造材部（北秋田市）

事業種目

高性能林業機械等の整備

事業内容

・高性能林業機械等の導入（ロングリーチグラップル

1 台）

（２）苗木増産プロジェクト
事業主体

㈲伊東農園（北秋田市）

事業種目

コンテナ苗生産基盤施設等の整備

事業内容

・コンテナ苗生産施設装置等（散水装置、培土圧入機、苗抜取機）
・コンテナ苗生産資材（容器、培地、肥料）
・その他（トレー、農薬、防草シート、寒冷紗）

事業主体

山一林業㈱（北秋田市）

事業種目

コンテナ苗生産基盤施設等の整備

事業内容

・コンテナ苗生産施設装置等（散水装置）

事業指標

苗木生産量の増加

約３０千本

【Ｒ０２年度】
協議会関係者該当なし※モデル事業
以上

