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基本的 点  効 的な森林整備と安定的な木材供

基本的 点２ 民間が有する力の幅広い活用

産 東京の

 多様で 的な森林整備の推進

２ 効 的な林業経営の実現

３ 東京の木「多摩産材」の利用拡大

 都民や企業等との協働による森づくりの促進

   3 の

　森林法の により、効 的な林業経営を目指す森林経営計画制度が導入されたほか、
公 建築物の木造化と内 の木 化を促進する法 が施行となるなど、森林・林業を取
り く情 の 化を まえ、都は、「東京における持続的な森林整備と林業振興」を目指
して、 成 26 年 3 月に「森づくり推進プラン」を 定しました。
　同プランでは、「効 的な森林整備と安定的な木材供 」と、「民間が有する力の幅広
い活用」という２つの 点に基づき、 題をより効果的かつ効 的に解 するための
つの を て、都民や企業等にも参画していただきながら、施策を展開してきました。
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 森林 分の明確化

 森林整備事業の 築

 島しょの特 に応じた森林整備　

▶︎ 木材生産機能の発 を する「生産林」と、公
 　 的機能の発 を する「保全林」の 分を 設

▶︎ 島しょの有用広葉樹の造林を支援
　・ ツバキ造林 1,015 本

▶︎ シャク など島しょの森林 の防除を支援

▶︎ スギ花粉発生源対策事業の後継事業として森林
　 環促進事業を 築し、スギ・ヒノキ林の伐採と少
　 花粉スギ等への植え替えを継続
　・伐採 226ha
　 （事業開始から R1 年度までの 計 620ha）

▶︎ 造林・保育事業により林業経営体等が行う森林整
　 備や、間伐材の 出を支援
　・植栽 233ha 　  ・下刈 1,829ha
　・ 23ha 　　・間伐 1,823ha

▶︎ 森林 生事業により間伐等を推進し、 入れ
 　の人工林の公 的機能を 進
　・間伐 3,5 3ha

▶︎ 「企業の森」の協定締結を推進
　・協定締結 12 

▶︎ 成 25 年台  26 による伊豆大島の 所
　 を
　・ 山事業 31 か所　・林道事業 11 か所

▶︎ 保安林の指定
　・指定 253ha

▶︎ 山事業により、台 等で した森林を
　・多摩地域 20 か所　・島しょ地域 11  か所

▶︎ 市町村が行う管理 の支援、 県との 同
　 、防 等による防除を実施
　・管理 及 有 1,81  

 スギ花粉発生源対策の着実な
 　実施と伐採更新の推進

 植栽や保育の推進

 企業等からの支援の拡大

 伊豆大島の

 保安林の適 な管理

 山事業の着実な推進

 シカ への対策

戦略  　多 の
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 林道の整備促進

 森林作業道の整備促進

 コスト に資する伐採 出
 　システムの確

 植栽や保育におけるコスト
 　 の検証

 高 能林業機械の導入推進

▶︎ 林道の開設に加え、 林道の拡幅等による高
 　 化を推進
　・林道開設 7.8

▶︎ 造林・保育事業により、林業経営体等による森林
 　作業道の整備を支援
　・森林作業道整備 .1

▶︎ 東京 コスト林業技術の実証的開発事業によ
 　り、多摩地域に適した施業システムを実証

▶︎ 林業経営体等の高 能林業機械の導入を支援

▶︎ 林業経営体等の森林経営計画の 期策定を支援
　・都内認定 12,23 ha
　（事業開始から R1 年度までの 計）

▶︎ 施業 化の基 情報となる林地台 の原案を整
 　備し、市町村に提供

▶︎ 林業経営体が行う森林境 の明確化を支援
　・境 明確化 2,576ha

▶︎ 林業経営体の 望に応じた技術者を するほ
 　か、 進事業体への出向を支援

▶︎ 新 者の り上げ費のほか、本採用前の
 　 採用に係る経費を し、新 業を促進
　・新 業者数 78 人

▶︎ 新 業者から高度技術者までを対象とした体
 　的な研修を実施

▶︎ 保 や 金 済の 金等を し、林業経
 　営の基 化を支援

 森林経営計画の策定促進

 施業 化の推進

 森林境 の明確化

 化を担う人材の育成

 新 業者の確保支援

 多様な主体との連携による育成

 森林作業道整備を担う技術者
　 の育成

 伐採 出を担う技術者の育成

 林業事業体の体力 化

戦略  　 の
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 都の 利用

 市町村による利用拡大　

▶︎ 東京 2020 大会の関連施設等に 的に多摩産
 　材を使用
　・都関連施設における利用 10,683 

▶︎ 市町村施設における多摩産材利用を支援
　・ 市町村施設における利用 1,6 7 

▶︎ 宅展 場に多摩産材の ル スを設置し、
 　定期的にＰＲイベントを実施

▶︎ 多摩産材の新たな 要を 出する内 材や家 等
 　の新製品開発を支援

▶︎ 下水道 と連携し、木 バイ マスと下水 の
 　 事業を実施

▶︎ ＰＲ効果の高い 業施設等における多摩産材利用
 　を支援
　・ 成施設数 13 施設

▶︎ 多摩産材の木製品展 会や、全国の地域材製品の
 　展 会（ クコ ）を開催

▶︎ 「多摩産材情報 ンター」を開設し、利用者と供
 　 者をコー ィ ート
　・ 対応実 1,655 

▶︎ 主伐事業で 出した木材の安定的な 通経 を確保

▶︎ 森林管理認証や 認証の取得を支援

 宅での 的な多摩産材利
 　用の推進

 製品開発の推進

 木 バイ マス ルギーの
 　地産地

 企業と連携したＰＲ

 様々な機会を活用した多摩産
 　材利用拡大ＰＲ

 情報提供 の設置

 新たな供 体制の 築

 品 及 供 能力向上への
 　支援

 子供たちが利用する施設での
 　 的な多摩産材利用

 学 等への出前講座

 木と れあう機会の提供

 都市部の子供たちによる森林
 　体験

戦略 3 　東京の木「多摩産材」の利用拡大

▶︎ 保育園等の木 化や、木育活動を支援

▶︎ 東京の森林・林業や、木を使うことの大切さを伝
 　えるインター ト 材及 指導用資料を作成、
　 公開

▶︎ 木工・工作コンクールを実施

▶︎ 東京の森林・林業や、多摩産材の生産から利用ま
 　での を学 現地体験ツアーを実施
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▶︎ 多摩産材情報 ンターや様々なイベント等を通じ
 　て、都市部の 民に情報を発信
▶︎ とうきょう森づくり貢献認証制度により企業等と
 　の協働を推進
　・森林整備サポート認証 33 
　・多摩産材製品認証 33 （228 製品）
　・建築物等認証 27 
　  （事業開始から R1 年度までの 計）

 都市部 民への情報提供

 「とうきょう森づくり貢献認
 　証制度」の充実

 都民の森づくりへの参画を促進

 「花粉の少ない森づくり運動」
 　の推進

 森林ボランティア活動の実施

 協働の拠点の設置

戦略 の の

▶︎ 他 の事業と連携したＰＲや、民間団体とのコ
 　ラボ ーシ ン等により「花粉の少ない森づく
 　り運動」を一層拡大
　・募金金額 2 0,535 

▶︎ 「とうきょう林業サポート隊」を募 し、都内の
 　森林で定期的に活動
　・登録者 数 1,06  名
　・活動開催 397 
 　 （事業開始から R1 年度までの 計）
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