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1．研究の背景と目的 

森林は、国土保全や水源涵養、地球温暖化防止などの多

面的機能を持ち、国民の生活、経済、文化などに大きな影

響を与えている。本研究が対象とする福島県では、森林が

県土面積の約 7 割を占めており、湯川村を除く 58 市町村

が森林を有しているが 1)、2011年3月11日に発生した東日

本大震災に伴う福島第一原子力発電所（以下「原発」）事故

によって、福島県の森林は広く放射能によって汚染され、

森林施業の停滞、きのこや山菜等の林産物の出荷停止を余

儀なくされるなど、産業の面でも住民生活の面でも多大な

影響を受けることになった。 

まもなく、原発事故が発生してから10年が経つ。この間

に、森林・林業の再生をめざして、林縁部から20m以内の

森林（生活圏森林）では除染が行われてきた。20mを超え

る森林のうち、住民が生活上利用する里山の一部でも除染

が行われ、その他の奥山やきのこ原木林等広葉樹林の一部

では、放射性物質対策や間伐、作業道の整備などが実施さ

れてきた。また、木質バイオマス発電事業によって木材等

の有効利用に向けた取組が進められるなど、さまざまな施

策が実施されてきた。しかし、これらの取組にもかかわら

ず、森林の再生は、福島の復興に向けた重要な課題の一つ

として指摘されている 2)。なぜか？ 

 本研究は、福島県の森林・林業に関する被害と現状を分

析するとともに、原発事故後の森林・林業に関する施策の

概要や実績を整理し、今後の課題を明らかにすることを目

的とするものである。原発事故後の福島県の森林・林業に

関する研究としては、例えば、東日本大震災によって生じ

た森林・林業の被害や福島県の取組の実態と復興に向けた

地方林政の課題を明らかにした木村ら（2014）3)や、原子力

災害からの福島県の森林の再生、林業の再建、山村コミュ

ニティの再興に資する復興施策のあり方を検証した早尻

（2017）4)が挙げられる。本研究は、これらの研究による知

見を踏まえつつ、福島県内の 58 市町村を対象として施策

の問題や現状、原発事故後10年間における森林・林業の再

生に向けた施策の概要や実績を整理し、今後の課題を明ら

かにするものである。 

2．福島県の森林・林業に関する被害と現状 

本章では、森林の放射能汚染に伴う森林施業に関する被

害と現状、森林・林業に関する経済的被害と現状、林業の

担い手に関する被害と現状について整理する。 

(1)森林の放射能汚染に伴う森林施業に関する被害と現状 

福島県は約97.3万haの森林を有し、県土面積の約71％

を森林が占めている 1)。2012年8月に、国は空間放射線量

率が 2.5µSv/h を超える区域での営林活動を制限したため、

福島県の森林面積の13％に当たる約13万haの森林におい

て伐採が不可能になった。そのため、福島県における素材

生産量は、2010年には約76万m3であったが、2011年には

約 69万m3（前年比－9％）まで減少した（図 1）(1)。しか

し、原発事故後も木材の製材工場が操業を続けていたこと

などから、生産量が徐々に増加し、2017年には約88万m3

（2011年比＋28％）となっている。地域別に見ると、浜・

中通り市町村と会津市町村では生産量が増加しているのに

対し、避難市町村では落ち込んだ状態が続いている。 

また、福島県における森林整備面積も原発事故をきっか

けに大きく減少することになった（図2）。2010年の森林整

備面積は 12,194ha であったが、原発事故直後の 2011 年に

は7,387ha（前年比－39％）まで落ち込み、その後も原発事

故前の半分ほどで推移しており、2018年には6,037ha（2011

年比－18％）となっている。地域別に見ても、すべての地
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域において森林整備面積は落ち込んだ状態が続いている 5)。   

このように素材生産量の増加や、後述する林業産出額の

回復などにより、福島県の林業は回復傾向にあることが分

かるが、森林整備面積は原発事故前の半分ほどで推移して

いることから、森林そのものの荒廃は進んでいることが考

えられる(2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 福島県の素材生産量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 福島県の森林整備面積の推移 

(2)森林・林業に関する経済的被害と現状 

2010年の福島県の林業産出額は、全国で10番目の約130

億円となっており、木材をはじめ、きのこ原木等の生産が

非常に盛んであった 6)。しかし、先述の通り、福島県では

大規模な森林の放射能汚染によって森林施業が停滞し、

2011年には約 91億円（前年比－30％）、2012年には約 75

億円（同－18％）まで落ち込んだ。その後、木材の生産量

の増大などから徐々に回復し(3)、2018 年には約 104 億円

（2012年比＋39％）となっている。 

 また、原発事故後、きのこや山菜等の林産物において基

準値を超えるものが多く検出され、林産物の出荷停止が深

刻な問題となった。野生きのこは、金山町、南会津町、檜

枝岐村を除く 55 市町村で出荷制限指示が出され、現在

（2021年1月末時点）も一部のきのこの出荷制限が解除さ

れた市町村があるのみで、55市町村で出荷制限が解除され

ていない(4)7)。山菜についても、一部の山菜の出荷制限が解

除された市町村はあるが、福島県全体で見ると、現在も14

品目の山菜の出荷制限が解除されていない。特に、こしあ

ぶらは、檜枝岐村を除く 57 市町村で出荷制限が解除され

ていない状況である。 

(3)林業の担い手に関する被害と現状 

 福島県内の林業就業者数は、2005年には1,755人であっ

たが、緑の雇用事業を用いた新規就業者への支援などによ

り(5)、2010年には 2,423人（2005年比＋38％）まで増加し

た（図3）。地域別に見ても、すべての地域で増加していた。

しかし、2015年には2,183人（2010年比－10％）まで落ち

込むことになった。地域別に見ると、浜・中通り市町村と

会津市町村では林業就業者数がほとんど変化していないの

に対し、避難市町村では大きく落ち込んでおり、このこと

が福島県の林業就業者数の減少の大きな要因となっている。 

また、森林施業の中心的な担い手である森林組合は、2010

年には 19組合であったが、現在（2021年 1月末時点）は

組合の合併により 17 組合となっており、そのうち 1 つの

組合は休眠状態である。原発事故後、これらの森林組合の

経営状況は大きく変化し、特に管轄している地域内に避難

指示等が発令された組合では、除染等の震災関連事業の受

注により事業総収益が拡大した組合もあれば、東京電力の

損害賠償金により何とか経営を維持することができた組合

もある 8)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 福島県の林業就業者数の推移 

 

3．森林・林業の再生等に向けた施策の概要と実績 

 原発事故後、福島県においては、森林・林業の再生等に

向けてさまざまな施策が実施されてきた。本章では、主要

な施策の概要と実績を整理する（表1）。 

(1)森林除染 

 原発事故後、放射性物質汚染対処特別措置法に基づいて

指定された、除染特別地域と汚染状況重点調査地域におい

て森林除染が実施された。森林除染は、基本的に林縁から

20m程度の範囲の落葉等堆積有機物の除去を行い、これを

行っても十分な除染効果が見られない場合には、立木の枝

葉等の除去を行うものであり、2018年3月までに、除染特

別地域と汚染状況重点調査地域において、それぞれ11市町

村の約7,875ha、28市町村の約4,478haで実施された(6)9)。 

他方、林縁から20m以遠の里山や奥山に関しては、住民

の健康や生活環境に及ぼす影響が限定的であることなどか

ら、環境省は基本的に除染を実施しないものとし、森林の

大部分は手つかずのままとなっている。上記の森林除染の

実施面積は、除染が実施された市町村の森林面積の約2.5％

に過ぎない(7)。 
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(2)森林・林業の再生に向けた主要な施策 

 ①ふくしま森林再生事業 

先述の通り、福島県の1年間当たりの森林整備面積は、

原発事故前の半分ほどで推移しており、森林整備の不足に

より森林の荒廃が進んでいる。森林の荒廃に伴って、放射

性物質の拡散など、さまざまな問題の発生が懸念されるこ

とから、市町村等が森林整備と放射性物質対策を一体的に

行う、ふくしま森林再生事業が 2013 年度から実施されて

いる。2019 年度までに福島県内の 44 市町村で事業が実施

されている(8)。なお、この事業は 1年間で約 10万m3の木

材を生産しており、素材生産量の拡大にも寄与している(9)。 

 ②広葉樹林再生事業 

 原発事故後、きのこ原木の指標値（50Bq/kg）を超える原

木林が発生し、きのこ原木の生産が停止した。このことか

ら、きのこ原木の安定供給や原木林となる広葉樹林の再生

を図ることを目的として、新しい原木林を造るための伐採

や原木の放射性セシウム濃度測定等の放射性物質対策を行

う、広葉樹林再生事業が実施されている。2014年度から事

業が始まったが、将来的にきのこ原木として利用が可能か、

また、原木が 50Bq/kgを下回る可能性があるか先行きが不

透明であったこともあり、2019年度までは、放射性物質の

影響が比較的低い会津地方の7市町村で実施された。2020

年度には、会津地方以外の浜・中通り地方の7市町村にお

いても事業が実施されている(10)。 

 ③里山再生(モデル)事業 

政府は2016年2月に、復興庁と環境省、農林水産省によ

る「福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェク

トチーム」を立ち上げ、これら3省庁により「福島の森林・

林業の再生に向けた総合的な取組」が取りまとめられた。

これに基づき、住民が身近に利用してきた里山の再生を図

ることを目的とする、里山再生モデル事業が実施された。

同モデル事業では、避難指示解除地域等の 14 市町村の 14

地区においてモデル地区が選定され、放射線量マップ作成

等の放射性物質対策や森林除染、森林整備が行われた。 

この成果を受けて、2020年度から里山再生事業として里

山の再生に向けた取組が本格的に進められることになった。

モデル事業の内容を引き継ぐかたちで、避難指示区域及び

汚染状況重点調査地域（それぞれ解除された地域を含む）

を対象に事業が実施され、1地区あたり3年程度をかけて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里山の再生に向けた取組が進められる。2021年1月末時点

で、6市町村の 8つの地区の合計約 535haが選定されてお

り、今後、森林除染や森林整備等が行われる 10)。 

(3)木材等の有効利用に向けた取組 

福島県では、ふくしま森林再生事業等の森林整備に伴っ

て発生する木材の有効利用を図ることを目的として、木質

バイオマス発電所の整備が進められている。特に、避難指

示等が発令された地域においては、林業の活性化や雇用の

確保を図ることが重要な課題となっており、木質系震災廃

棄物(11)や未利用間伐材等の資源を活用するために、木質バ

イオマス関連施設整備事業（福島再生加速化交付金）によ

る、発電所整備に対する支援が行われている。 

 同事業により、木材の有効利用が進められることになる

が、森林整備等により生じた木材は、森林除染に伴って生

じたものとは異なり、基本的に民間事業者によって管理・

処分されることになっている。また、発電に伴う排気や排

水による放射性物質の影響、高濃度の放射性物質が含まれ

ることが考えられる焼却灰の処分を懸念して、発電所周辺

の住民などがその稼働を不安視している場合がある。 

 

4．福島県内の58市町村における森林・林業の現状と課題 

福島県の各自治体における森林・林業の現状と課題等を

把握するために、福島県内の全 59 市町村のうち森林を有

している 58 市町村を対象にアンケート調査を行った（表

2）。配布数は58市町村、回収数は58市町村であり、回収

率は100％である。 

表2 アンケート調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)原子力災害からの森林・林業の再生に向けた現状と課題 

 原発事故の発生に伴う森林・林業にかかわる被害の発生

状況については、58市町村（100％）すべてが、「被害が発

生した」と回答している。 

表1 福島県における森林・林業の再生等に向けた主要な施策の概要と実績 

 事業の名称 目的 内容 実施主体 対象地域 実施期間 実施市町村数 実績

森林除染
放射性物質による森林の汚染が、住民の
健康または生活環境に及ぼす影響を速や
かに低減すること

●林縁から20m程度の範囲の

   落葉等堆積有機物の除去
●立木の枝葉等の除去

国、市町村
●除染特別地域
●汚染状況重点調査
　 地域

2011年度から2017年度
●除染特別地域　 11市町村

●汚染状況重点調査地域
　 28市町村

●除染特別地域　 約7,875ha

●汚染状況重点調査地域
　 約4,478ha

ふくしま
森林再生事業

森林整備と放射性物質対策を一体的に実
施することにより、放射性物質の影響低減
と拡散防止を図り、森林が有する多面的機
能を発揮させること

●表土流出防止策の設置等
　 の放射性物質対策
●森林整備
●作業道整備

市町村等
●避難指示解除地域
●汚染状況重点調査
　 地域

2013年度から2020年度

（2021年度以降も実施

予定）

●避難指示解除地域　 8市町村

●汚染状況重点調査地域
   38市町村

●森林整備　    約6,766ha

●作業道整備　 約803km

広葉樹林
再生事業

放射性物質の影響により、きのこ原木の生
産が停止したため、きのこ原木の安定供給
や原木林となる広葉樹林の再生を図ること

●原木の放射性セシウム濃度
　 測定等の放射性物質対策
●森林整備
●作業道整備

市町村等 ●福島県内全域

2014年度から2020年度

（2021年度以降も実施

予定）

●避難指示区域　 1市町村

●避難指示等が発令されなかった
　 浜・中通り地方　 6市町村

●会津地方          7市町村

●森林整備　　　約101ha

●作業道整備　 約12km

里山再生
モデル事業

住民が身近に利用してきた住居周辺の里
山の再生（住民が安心して利用できる環境
づくり）を図ること

●放射線量マップ作成等の放
　 射性物質対策
●森林除染
●森林整備

国、市町村等

●避難指示区域（解除
　 された地域を含む）
●避難指示区域の周辺
 　地域

2017年度から2020年度

（2020年度から里山再

生事業として実施）

●避難指示区域　 11市町村

●避難指示区域の周辺地域
　  3市町村

●森林除染、森林整備等
　 約799ha

注：事業の実施市町村数と実績については、2021年1月末時点のものである。

資料：環境省「除染情報サイト」、福島県農林水産部（2020）「福島県森林・林業統計書」、復興庁ホームページ（2017）「里山再生モデル事業」

目的
福島県の各自治体における森林・林業の現状と課題、森林・林業の再生
に向けて実施された施策の問題と限界性について把握すること

対象 福島県内の全59市町村のうち森林を有している58市町村

方法 アンケート調査（電子メール）

調査項目

1．原子力災害からの森林・林業の再生に向けた現状と課題について

2．森林・林業の再生に向けて実施された施策の問題と限界性について

3．原子力災害からの森林・林業の再生に向けた国への要望について

実施期間 2020年11月18日～2020年12月21日

配布数 58市町村

回収数 58市町村

回収率 100%
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 また、原子力災害からの森林・林業の再生に向けた課題

については、全体では、「森林整備の実施・促進」が46市

町村（79％）で最も多く、次いで、「きのこ、山菜等林産物

の出荷制限の解除」が45市町村（78％）、「放射性物質の拡

散抑制対策の実施・促進」と「林業担い手の確保・育成」

が27市町村（47％）、「林道・作業道整備の実施・促進」が

26市町村（45％）、「福島県産木材・林産物に対する風評被

害の払拭」が25市町村（43％）で多い（図4）。 

 しかし、課題は地域ごとに大きく異なっている。避難市

町村では、「その他」の項目を除くすべての項目について、

課題として認識している市町村の割合が 50％以上となっ

ており、特に、「森林除染の実施・促進」と「森林整備の実

施・促進」については、すべての市町村が課題として認識

している。浜・中通り市町村では、「森林整備の実施・促進」

の割合が87％（26市町村）で最も高い。会津市町村では、

「きのこ、山菜等林産物の出荷制限の解除」の割合が94％

（15市町村）で最も高く、これは、避難市町村と浜・中通

り市町村よりも割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 原子力災害からの森林・林業の再生に向けた課題 

(2)森林除染に関する評価 

 本節では、森林除染を実施した市町村の評価について、

除染特別地域に指定された市町村（以下「除染特別地域市

町村」）、汚染状況重点調査地域に指定された市町村（以下

「汚染状況重点調査地域市町村」）に区分して分析する(12)。 

 ①森林除染の問題点 

森林除染の問題の有無については、全体では、「問題があ

った」が10市町村（29％）、「問題はなかった」が25市町

村（71％）である（図5）。地域別に見ると、除染特別地域

市町村については「問題があった」の割合が55％（6市町

村）で高く、汚染状況重点調査地域市町村については「問

題はなかった」の割合が75％（21市町村）で高い。 

「問題があった」の内容については、全体では、「森林除

染の範囲」が7市町村（70％）で最も多く、次いで、「森林

除染の方法」が6市町村（60％）で多い（図6）。地域別に

見ると、森林除染に「問題があった」と回答したすべての

除染特別地域市町村が、「森林除染の範囲」を問題として認

識している。具体的な内容については、林縁から20m以遠

の森林の除染が実施されていないことなどが多く挙げられ

ている。「森林除染の方法」の具体的な問題の内容について

は、堆積有機物の除去による効果が限定的であったことや、

枝打ちに加えて伐採が実施されていないことが多く挙げら

れている。また、「森林除染の主体」を問題と認識している

のはすべて汚染状況重点調査地域市町村であるが、具体的

な問題の内容として、加害者である国や東京電力が除染を

実施するべきだったことが挙げられている。 

 

 

 

 

 

図5 森林除染に関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 森林除染の具体的な問題 

 ②森林除染実施エリアでの再除染の必要性 

森林除染実施エリアでの森林の再除染（フォローアップ

除染）の必要性については、全体では、「必要である」が14

市町村（40％）、「必要ではない」が21市町村（60％）であ

る（図7）。地域別に見ると、除染特別地域市町村について

は「必要である」の割合が82％（9市町村）で高く、汚染

状況重点調査地域市町村については「必要ではない」の割

合が71％（20市町村）で高い。 

「必要である」の理由としては、森林除染による効果が

限定的であり、いまだに空間線量が高いエリアが散在する

ことや、きのこや山菜等の林産物の出荷制限が解除されて

いないことなどが挙げられている。「必要ではない」の理由

としては、森林除染を実施した場所で、同様の方法で除染

を実施しても効果があまり期待できないことや、森林内の 

 

 

 

 

 

図7 森林除染実施エリアでの再除染の必要性に関する評価 
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25%
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75%
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全市町村（n=35)
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汚染状況重点調査地域市町村(n=28)

問題があった 問題はなかった

40%

82%

29%

60%

18%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全市町村（n=35)

除染特別地域市町村(n=11)

汚染状況重点調査地域市町村(n=28)

必要である 必要ではない

36%

79%

45%

47%

22%

47%

78%

43%

12%

100%

100%

75%

75%

50%

75%

75%

58%

8%

23%

87%

43%

47%

13%

47%

70%

37%

17%

13%

50%

25%

25%

19%

25%

94%

44%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

森林除染の実施・促進

森林整備の実施・促進

林道・作業道整備の

実施・促進

放射性物質の拡散抑制

対策の実施・促進

木質バイオマスの利用促進

林業担い手の確保・育成

きのこ、山菜等林産物の

出荷制限の解除

福島県産木材・林産物に

対する風評被害の払拭

その他

全市町村（n=58) 避難市町村(n=12)

浜・中通り市町村(n=30) 会津市町村(n=16)

10%

70%

60%

30%

0%

100%

50%

17%

14%

57%

43%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

森林除染の主体

森林除染の範囲

森林除染の方法

その他

全市町村（n=10)
除染特別地域市町村(n=6)
汚染状況重点調査地域市町村(n=7)
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空間線量が低減し、住民への影響もないと考えられること

などが挙げられている。 

 ③森林除染未実施エリアでの森林除染の必要性 

森林除染未実施エリアでの森林除染の必要性については、

全体では、「必要である」が15市町村（43％）、「必要では

ない」が19市町村（54％）、「無回答」が1市町村（3％）

である（図8）。地域別に見ると、除染特別地域市町村につ

いては「必要である」の割合が91％（10市町村）で高く、

汚染状況重点調査地域市町村については「必要ではない」

の割合が68％（19市町村）で高い。 

「必要である」の理由としては、林業を再生する必要が

あることや、きのこや山菜等の林産物の出荷制限の解除を

実現する必要があることなどが挙げられている。「必要では

ない」の理由としては、森林内の空間線量が低減したこと

や、住民の生活圏から距離があるエリアから放射性物質が

流出することは考えにくいことなどが挙げられている。 

 

 

 

 

 

図8 森林除染未実施エリアでの森林除染の必要性に関する評価 

(3)森林・林業の再生に向けた主要な施策に関する評価 

 本節では、表1に示した森林・林業の再生に向けた主要

な施策に関する市町村の評価について、それぞれの施策を

実施した市町村を対象として分析する。 

①ふくしま森林再生事業 

ふくしま森林再生事業の問題の有無については、全体で

は、「問題があった/ある」が18市町村（41％）、「問題はな

かった/ない」が26市町村（59％）である（図9）。地域別

に見ると、避難指示等が解除された市町村（避難指示解除

地域市町村）については「問題があった/ある」の割合が38％

（3市町村）、汚染状況重点調査地域市町村については「問

題があった/ある」の割合が 42％（16 市町村）であり、そ

れほど大きくは変わらない(13)。 

「問題があった/ある」の内容については、国や県から森

林整備を行うべきところや放射性物質の影響が大きい地域

を中心に事業を進めるように指示があったこと、補助金の

交付決定時期が遅いことなどにより広範囲の事業実施が難

しいこと、今後の国の財源措置の継続性が不明確であるこ

とが多く挙げられている。その他に、空間線量が基準値を

超えているために事業が実施できない地区における対応が

行われないことや、ふくしま森林再生事業が終了した後の、

これに代わる事業が不在であることなどが挙げられている。 

 

 

 

 

 

図9 ふくしま森林再生事業に関する評価 

②広葉樹林再生事業 

広葉樹林再生事業の問題の有無については、全体では、

「問題はなかった/ない」が 13 市町村（93％）、「無回答」

が1市町村（7％）であり、「問題があった/ある」と回答し

た市町村はない（図10）。 

 

 

 

 

 

図10 広葉樹林再生事業に関する評価 

 ③里山再生モデル事業 

里山再生モデル事業の問題の有無については、全体では、

「問題があった」が6市町村（43％）、「問題はなかった」

が8市町村（57％）である（図11）。地域別に見ると、避難

市町村については「問題があった」の割合が45％（5市町

村）、避難指示等が発令された区域の周辺市町村（避難指示

区域周辺市町村）については「問題があった」の割合が33％

（1市町村）であり、それほど大きくは変わらない。 

「問題があった」の内容については、環境省による除染

を適用できる範囲が狭いことが多く挙げられている。その

他に、事業実施による空間線量の低減が見られないことや、

事業の実施主体である復興庁の説明不足などが挙げられて

いる。 

 

 

 

 

 

図11 里山再生モデル事業に関する評価 

(4)木材等の管理のあり方と発電所の設置に関する評価 

 ①放射性物質を含む木材等の管理体制 

原発事故由来の放射性物質を含む木材などについて、除

染により生じたものは行政が管理し、除染以外の森林整備

等により生じたものは主に民間が管理している。こうした

管理の分担体制や民間に管理を委ねることなどについての

問題の有無については、全体では、「問題がある」が5市町

村（9％）、「問題はない」が51市町村（88％）、「無回答」

が2市町村（3％）である（図12）。無回答については、専

門的知識を持ち合わせていないことからわからないという

ことを補足的に回答している市町村である。地域別に見る

と、避難市町村については「問題がある」の割合が17％（2

市町村）で相対的に高い。 

「問題がある」の内容については、民間の管理体制に不 

 

 

 

 

 

図12 放射性物質を含む木材等の管理体制に関する評価 
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安があることや、民間事業体が貯蔵可能な容量を超えて高

濃度汚染物が発生した場合に事業が停滞すること、民間が

管理することにより汚染木材の使途が不透明になる可能性

があることなどが挙げられている。 

②木質バイオマス発電所の設置 

現在、福島県内で木質バイオマス発電所の設置を進め、

指標値以下の放射性物質を含む木材を利用して発電を進め

ている。これに関して、発電による放射性物質の拡散や、

それに伴う発電所の周辺住民への影響などの問題の有無に

ついては、全体では、「問題がある」が8市町村（14％）、

「問題はない」が46市町村（79％）、「無回答」が4市町村

（7％）である（図13）。無回答については、専門的知識を

持ち合わせていないことからわからないということを補足

的に回答している市町村などである。地域別に見ると、避

難市町村については「問題がある」の割合が33％（4市町

村）で相対的に高い。 

「問題がある」の内容については、樹皮（バーク）に高

濃度の放射性物質が含まれている可能性があることが多く

挙げられている。その他に、住民説明会を開催して理解を

得ているが、一部の住民は不安感があって反発が大きいこ

とや、発電に伴う臭いや騒音などの近隣問題が発生しかね

ないことなどが挙げられている。 

 

 

 

 

 

図13 木質バイオマス発電所の設置に関する評価 

(5)原子力災害からの森林・林業の再生に向けた国への要望 

 原子力災害からの森林・林業の再生に向けて、国に要望

していること/要望する予定のことについては、全体では、

「要望がある」が 31 市町村（53％）、「要望はない」が 27

市町村（47％）である（図14）。要望の有無は地域ごとに異

なっており、避難市町村については「要望がある」の割合

が83％（10市町村）であるのに対し、浜・中通り市町村で

は47％（14市町村）、会津市町村では44％（7市町村）で

ある。 

 要望の内容については、全体では、ふくしま森林再生事

業の継続が最も多く、「要望がある」と回答した31市町村

のうち19市町村（61％）が要望している。また、避難市町

村については、森林全体の除染の実施、浜・中通り市町村

については、きのこや山菜等の林産物の出荷制限の解除、

会津市町村については、きのこや山菜等の林産物の出荷制

限の解除や風評被害対策が多く挙げられている。 

 

 

 

 

 

図14 原子力災害からの森林・林業の再生に向けた国への要望 

5．原子力災害からの森林・林業の再生に向けた詳細分析 

 第2章から第4章までの分析を通じて、原子力災害から

の森林・林業の再生等に向けて、さまざまな施策が実施さ

れてきたものの、特に避難市町村では、原発事故後10年目

を迎えた今もなお、森林・林業の再生には程遠い状況であ

ることが明らかになった。 

本章では、避難指示の発令に伴って住民が森林の恩恵を

受けることができなくなり、避難指示が解除された現在も

その影響が残っている川俣町山木屋地区を対象として、産

業の場と住民生活の場としての森林の側面を捉えるために、

住民等へのヒアリング調査や里山の現地調査などの結果を

もとに(14)、森林の現状と今後の課題を明らかにする。 

(1)川俣町山木屋地区の概要 

川俣町山木屋地区は、中通り地方の北東部に位置する、

自然に恵まれた地区であり、東は飯舘村と浪江町、西は二

本松市に接している。地区の面積は約3,741haである 11)。 

居住者数と居住世帯数については、2011年 3月 11日時

点では1,259人、368世帯であったが、原発事故の発生に伴

って2011年4月に地区全域が計画的避難区域に指定され、

住民は避難を余儀なくされた。その後、2013 年 8 月には、

居住制限区域と避難指示解除準備区域に避難指示区域が再

編され、2017年3月には、地区全域の避難指示が解除され

た。また、現在（2021年2月1日時点）の居住者数と居住

世帯数は、343人（2011年 3月 11日比－73％）、161世帯

（同－56％）まで減少している 12)。 

(2)川俣町山木屋地区の森林・林業の被害と現状 

 ①川俣町山木屋地区の森林・林業の概要と被害、現状 

川俣町山木屋地区は、地区面積のうち森林が約2,487haを

占めており(15)、森林率は約66％である。森林に恵まれてい

ることから、原発事故前までは、きのこや山菜等の林産物

の恩恵を受けて生活する住民がいたほか、副業として林業

に従事する住民がおり、特に、きのこ原木の生産や販売を

行う住民が多かった。また、授業の一環として森林体験学

習を行うことができる環境が整備されているなど、児童も

森林を身近に利用することができる地区であった。 

しかし、原発事故の発生に伴って、住民が森林の恩恵を

受けて生活できる環境が失われることになった。きのこや

山菜等の林産物については、基準値を超過するものが多い

ことや、そもそも森林整備が行われていないため、きのこ

や山菜が自生できずに採ることができない環境になってい

る。林業についても、きのこ原木については出荷が制限さ

れているため、林業に従事できる環境には戻っていない。 

また、森林整備を行っていたのは、原発事故前までは主

に、川俣町を含む8市町村を管轄する福島県北森林組合と、

森林を所有する住民であった。しかし、原発事故後、避難

指示の発令に伴って森林整備ができなくなり、避難指示解

除後は、一部の住民が整備を行っているものの、住民のほ

とんどが高齢者であるため、原発事故前のように整備がで

きていない。また、福島県北森林組合による森林整備はな

されていない状況であり、森林の荒廃が懸念されている。 

14%

33%

10%

6%

79%

50%

83%

94%

7%

17%

7%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全市町村（n=58)

避難市町村(n=12)

浜・中通り市町村(n=30)

会津市町村(n=16)

問題がある 問題はない 無回答

53%

83%

47%

44%

47%

17%

53%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全市町村（n=58)

避難市町村(n=12)

浜・中通り市町村(n=30)

会津市町村(n=16)

要望がある 要望はない

- 492 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2021 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, February, 2021 

②森林・林業の再生等に向けた施策の効果と現状 

原発事故後、川俣町山木屋地区では、生活圏森林におい

て、住民の生活圏を中心に約 730haにおいて除染が実施さ

れたほか 9)、森林体験学習で利用される見込みがあった 1

か所の里山が、里山再生モデル事業の実施地区として選定

され、森林除染や森林整備等が約 2haにおいて実施された

（図15）(16)13)。しかし、除染や里山再生モデル事業が行わ

れなかった大部分の森林は手が加えられていない。 

これらの除染等が実施されていないエリアについては、

川俣町をはじめ、住民も森林全域での除染やふくしま森林

再生事業による森林整備、放射性物質対策の実施を要望し

ている。しかし、事業の実施にあたっては、住民の生活に

影響を及ぼす空間線量が確認できるなどの条件があるため、

全域で事業を実施することが難しい状況である。里山再生

事業についても、複数の住民が維持・管理し、利用する見

込みがあるなどの条件があるため、地区内の里山全域で事

業を実施することが難しく、このようなことが要因で森林

については大部分が手つかずの状態である。 

また、これらの施策は民有林が対象となっており、国有

林についてはほとんど手が加えられていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図15 川俣町山木屋地区での森林・林業に関する主な施策の実績 

さらに、事業が実施されたエリアについても問題がある。

先述の通り、生活圏森林と一部の里山においては除染が行

われたが、住民の話によると、空間線量はいまだに高いエ

リアが散在しているという。実際、2019年 11月 2日時点

での航空機モニタリングの結果によると、空間線量が高い

エリアが多く見られており（図16）(17)、これは、除染の実

施基準である空間線量（0.23µSv/h以上）や、林業（木材搬

出時）に従事できる空間線量（0.5µSv/h以下）と比較して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図16 川俣町山木屋地区の空間線量率(2019年11月2日時点) 

も高いことが分かる。また、里山再生モデル事業の実施地

区についても、すでに空間線量が事業実施前の状態に戻っ

ており、児童が利用できる環境にはない。 

(3)川俣町山木屋地区の森林・林業の再生に向けた課題 

このように、森林については手が加えられていないエリ

アが多く、また、除染等の事業が実施されても空間線量が

高いエリアが散在していることなどから、きのこや山菜等

の林産物を採ることができず、住民の帰還にもつながりに

くい状況にある。そのため、森林全域において森林除染や

森林整備、放射性物質対策を一体的に進める必要がある。

その際には、森林除染やふくしま森林再生事業による森林

整備や放射性物質対策を地区内のすべての森林で実施でき

るよう、事業実施要件の変更が必要である。なお、森林除

染等の実施に伴って土砂の流出などが懸念されるため、災

害対応にも配慮して事業を実施する必要がある。 

また、森林の管理体制についても検討しなければならな

い。森林の荒廃を防ぎ、原発事故前のように住民が安全か

つ安心して森林を利用できるようにするために、森林を適

切かつ長期的に管理できる体制を早急に整える必要がある。 

 

6. 結論 

(1)本研究を通じて得られた知見 

以上によって得られた主な知見は、以下の通りである。 

①福島県全体としては、素材生産量、林業産出額、林業

就業者の点では原発事故前とほぼ同じ水準まで回復し、ま

たは、同じ水準で維持していることから、林業は回復傾向

にあるが、地域ごとの差異が大きく、避難市町村では落ち

込んだ状態が続いている。その一方で、森林整備面積につ

いては、原発事故前の半分ほどで推移していることから森

林そのものの荒廃は進んでおり、また、きのこや山菜など

の出荷制限が解除されていない状況である。 

②福島県内の全59市町村のうち森林を有する58市町村

のすべてが、原発事故の発生に伴って森林・林業にかかわ

る被害が発生したと認識しており、原発事故後 10 年目を

迎えた今もなお、課題を抱えていると認識している市町村

が多い。具体的な課題としては、全体では森林整備の実施・

促進、きのこや山菜等の林産物の出荷制限の解除、放射性

物質の拡散抑制対策の実施・促進、林業担い手の確保・育

成などが挙げられており、避難市町村では森林除染や森林

整備の実施・促進をはじめ、多くの課題が挙げられている。 

③これまでの10年間に、森林・林業の再生等に向けてさ

まざまな施策が行われてきたが、そのほとんどの施策につ

いて 3～4 割程度の市町村が、問題があった/あると認識し

ている。避難市町村ではその割合が高く、特に森林全体の

除染の実施が必要だと認識している市町村の割合が高い。 

④放射性物質を含む木材等の管理のあり方や、木質バイ

オマス発電所の設置に伴う住民への影響などについて、問

題があると認識している市町村は少ないが、避難市町村を

中心として、不安を覚えている市町村がある。 

⑤原子力災害からの森林・林業の再生に向けた国への要
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望について、半分以上の市町村が要望を持っており、特に、

ふくしま森林再生事業の継続が多い。 

⑥森林については手が加えられていないエリアが多く、

除染等の事業が実施されたエリアについても、空間線量が

高いエリアが見られるなどの問題が生じているなど、産業

の場と住民生活の場としての森林の機能は回復しておらず、

避難市町村では住民の帰還にもつながりにくい状況にある。

また、避難市町村では、原発事故前のように適切な森林整

備ができておらず、森林の荒廃が懸念されている。 

(2)今後の課題 

福島県における原子力災害からの森林・林業の再生に向

けた課題として、以下の2点を指摘できる。 

①原発事故後 10 年目以降においても、福島県全域で森

林・林業の再生に向けた課題が山積しており、かつ、課題

は地域ごとに大きく異なることから、地域の実態を踏まえ

て多様な課題を解決する必要がある。特に、避難市町村で

は森林全体の除染や森林整備の実施、浜・中通り市町村と

会津市町村ではきのこや山菜等の林産物の出荷制限の解除

を重点的に実施することが求められる。 

②福島県においては、森林除染やふくしま森林再生事業

など、森林・林業の再生等に向けてさまざまな施策が実施

されてきたが、これらの施策は、空間線量や住民による維

持・管理状況などを実施要件としており、その結果、大部

分の森林が手つかずの状態になっている。そのため、施策

の実施要件を検討し、福島県内の森林全域において事業が

実施できるようにする必要がある。また、これらの事業終

了後においても、放射能汚染状況に応じた対策を早急に実

施できる制度も同時に整備しなければならない。 

 

【補注】 

(1) 福島県は、南北方向に縦断する阿武隈高地と奥羽山脈を境界とする3

つの地方から構成されている。阿武隈高地の東側に位置し太平洋に

面する地方は「浜通り」、阿武隈高地と奥羽山脈の間に位置する地方

は「中通り」、奥羽山脈の西側に位置する地方は「会津」と呼ばれて

いる。「避難市町村」とは、原発事故の発生に伴って避難指示等が発

令された浜通り地方と中通り地方に位置する12市町村、「浜・中通り

市町村」とは、避難市町村を除く浜通り地方と中通り地方に位置する

30市町村、「会津市町村」とは、会津地方に位置する17市町村から

森林を有していない湯川村を除く16市町村を指している。 

(2) なお、素材生産量は主に主伐の実績によって決まるが、主伐の実績は

森林整備面積には計上されない。そのため、素材生産量と森林整備面

積が比例関係になるとは限らない。 

(3) 林業産出額は、主に木材生産と栽培きのこ類生産の実績によってお

り、福島県の場合は、林業産出額の約7割が木材生産の実績である。 

(4) 先述の通り、湯川村は森林を有しておらず、野生きのこや山菜が出荷

制限指示の対象に含まれない。 

(5) 緑の雇用事業とは、林業に就くために必要な技術を学ぶための研修

等を行い、キャリアアップを支援する林野庁の制度のことである。 

(6) なお、田村市、南相馬市、川俣町、川内村の4市町村は、市町村内に

除染特別地域と汚染状況重点調査地域がそれぞれ指定された。 

(7) 森林除染が実施された 35 市町村の森林面積の合計は約 488,935ha、

除染特別地域と汚染状況重点調査地域における森林除染実施面積の

合計は約12,353haである。 

(8) なお、田村市、南相馬市の2市町村は、避難指示解除地域と汚染状況

重点調査地域の両方で事業が実施されており、川俣町、川内村の2市

町村は、汚染状況重点調査地域でのみ事業が実施されている。 

(9) ふくしま森林再生事業による素材生産量の実績は、福島県森林組合

連合会に対する聞き取り調査の結果による。 

(10) 広葉樹林再生事業のこれまでの実績と2020年度の実施状況は、福島

県森林整備課に対する聞き取り調査の結果による。 

(11) 東日本大震災による地震や津波に伴って生じた木質系廃棄物や、放

射性物質を含む木材や樹皮、きのこ原木等の木質系廃棄物のこと。 

(12) なお、除染特別地域と汚染状況重点調査地域の両方が指定された4市

町村の回答は、「除染特別地域市町村」と「汚染状況重点調査地域市

町村」のそれぞれに含めるが、これらの両方を合計した「全市町村」

からは重複分を差し引くものとした。 

(13) なお、避難指示解除地域と汚染状況重点調査地域の両方で事業が実

施されている田村市、南相馬市の2市町村の回答は、「避難指示解除

地域市町村」と「汚染状況重点調査地域市町村」のそれぞれに含める

が、これらの両方を合計した「全市町村」からは重複分を差し引くも

のとした。 

(14) 川俣町職員（3人）及び住民（4人）へのヒアリング調査をそれぞれ

2020年12月10日（木）、2021年1月13日（水）に実施した。また、

地区内の2か所の里山の現地調査をそれぞれ2020年12月10日（木）、

2021年1月13日（水）に実施した。 

(15) 川俣町山木屋地区の森林面積は、関東森林管理局福島森林管理署と

福島県森林計画課に対する聞き取り調査の結果による。 

(16) 図 15 は、福島県森林計画課「森林位置図」、環境省「除染情報サイ

ト」、復興庁「川俣町里山再生モデル事業の実施結果について」より

筆者が作成したものである。 

(17) 図16は、福島県森林計画課「森林位置図」、原子力規制委員会「放射

線モニタリング情報」より筆者が作成したものである。 
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