
 みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動実施要領（案） 

 

（趣旨） 

第１ 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波により壊滅的な被害を 

被った本県の海岸防災林（国有財産地に存する海岸防災林を除く。以下同じ。）の再生に 

当たっては，次の各号を目標において，被災地における植樹等の森林づくり活動（以下「活 

動」という。）の実施を表明している地域住民や団体，企業等（以下「民間団体等」とい 

う。）の参加・協働を推進するものとする。 

(1) 県内外からの参加・協働の輪をひろげ，次世代に継承される森林づくりの推進    

(2) 古くから地域住民等が親しみ中心となって維持してきた海岸防災林と地域社会との密 

接な関わりの再生 

(3) 潮害，飛砂，風害の防備等の災害防止機能を有し，背後の農地や居住地を災害から守 

る海岸防災林の再生に対する社会意識の醸成と高揚 

 

（活動内容） 

第２ 民間団体等が再生活動を行う海岸防災林は，飛砂，潮風等による被害の防止又は軽減 

することを目的とした保安林であることから，治山事業の一環として，確実に成林させる 

ため植栽後においても植栽木が活着し，植栽木が雑草木等より高くなり，被圧される懸念 

がなくなるまでの一定の期間において継続的な森林整備を行う活動であること。 

２ 活動する森林は，県有防災林，活動実施と土地使用を承諾する市町有林及び私有林を対 

象とする。  

３ 海岸防災林の目的に即した植栽から下刈等保育までの森林整備活動について，県，市町 

及び民間団体等との協定締結による活動であること。ただし，活動対象森林が県有防災林 

内のみである場合は，前項に関わらず県及び民間団体等で協定を締結することができるも 

のとする。 

 

（植栽及び保育の条件） 

第３ 第２に基づく活動の実施にあたっては，海岸防災林としての目的を達成するため，別 

記１に掲げる目標林型等の条件を踏まえて行うものとする。 

 

（実施主体の資格要件） 

第４ 協定締結により活動を実施する民間団体等（以下「実施主体」という。）は，次の各号 

を満たすものとする。 

 (1) 団体の目的，運営に関する規約を有すること。 

 (2) 団体の意思を決定し，ボランティアによる自主的な森林整備活動を継続的に執行する 



体制，技術等を有していること。 

 (3) 植栽，保育，森林保護等の森林整備等活動に全般に対し，善良な姿勢及び管理を行う 

資質と体制を有していること。 

 (4) 地震等の緊急時に自力で速やかに避難できる体制となっていること。 

 (5) 活動の目的が特定の者の利益に資するものとはならないもの及び営利を目的としたも 

のではないこと。 

 (6) 宮城県又は市町の管理及び処分に関して現に係争関係にないこと。 

 (7) 暴力団又はその構成員の統制の下にある団体ではないこと。 

 

（役割） 

第５ 協定締結による活動に当たって，協定締結者の役割は別記２に掲げるものとする。 

 

（実施主体の選定） 

第６ 実施主体の選定は，次の各号により行うものとする。 

(1) 民間団体等からの申し出を受けて，連携して活動を推進する市町からの協議 

(2) 県の公募 

２ 前項第１号により実施しようとする市町は，予め活動する区域を県と調整し，第４に基 

づく資格要件並びに民間団体等の有する技能及び活動内容等を確認の上，別記様式第１号 

により県に協議するものとする。 

３ 前項第２号の公募にあたっては，県は，予め活動する区域等の公募内容について市町と 

調整の上，県のホームページ等に掲載して行うものとする。 

４ 県は，前項の公募により活動希望申請があった場合，第４に基づく資格要件並びに民間 

団体等の有する技能及び活動計画等を確認の上，意見を付して市町と協議するものとする。 

５ 県は，前項の協議に対し市町から回答があったとき又は第２項に基づく市町からの協議 

があったときは実施主体を決定し，その結果を市町及び民間団体等に通知するものとする。 

 

（協定締結） 

第７ 第６により選定された実施主体が行う活動の実施にあたって，原則として次の各号を 

内容とする協定を締結するものとする。 

 (1) 協定の目的 

 (2) 森林の名称，位置及び面積 

 (3) 全体活動計画書の提出 

 (4) 年間活動計画書の提出 

 (5) 活動の着手 

 (6) 活動実績の報告 



 (7) 活動の実施 

 (8) 安全確保等の措置 

 (9) 経費の負担 

 (10) 立木竹等の所有権等の権利 

 (11) 標識等の設置 

 (12) 法令等の遵守 

 (13) 林野火災防止等の措置 

 (14) 損害賠償 

 (15) 活動実施箇所の適切な管理 

 (16) 協定の破棄 

 (17) 協定の有効期間 

 (18) その他必要と認められる事項 

２ 前項の協定は，協定締結者間で必要な打合せを行った後，別記様式第２号により行うも 

のとする。 

 

（活動の実施） 

第８ 協定締結者は，第７に基づく協定内容を遵守し，協定に基づき相互の連携，協力のも 

と，適切な連絡調整を図りながら活動の円滑な実施に努めるものとする。 

２ 県及び市町は，活動対象森林が各般の法令等の制限を課せられている場合にあっては， 

その法令等の規程を実施主体に遵守させることとする。 

 

（施設の設置等） 

第９ 県及び市町は，活動の実施において必要な資材及び道具置き場等の施設については， 

仮設工作物等簡易なものであって，土地の形質の変更が軽微なものについて，その設置を 

認めることができるものとする。 

２ 実施主体は，前項の施設設置は協定に基づく活動計画書等に予め記載しなければならず， 

設置時期等詳細については別途県及び市町と調整を図らなければならない。 

 

（立木竹等の所有権等の権利） 

第１０ 実施主体は協定の有効期間であっても活動対象森林における立木竹等についての所 

有権及び植栽，保育等の作業により生ずる全ての権利を有しないものとする。 

 

（活動支援） 

第１１ 県及び市町は，活動が円滑に実施されるよう，以下の各号について実施主体を支援 

するよう努めるものとする。 



(1) 活動開始に当たっての現地案内及び説明 

(2) 活動計画策定にあたっての助言 

(3) 活動に関する情報提供 

(4) 活動実施にあたっての技術的指導等 

(5) その他必要な情報提供等 

 

（技術的指導） 

第１２ 県が実施主体に対して行う技術的指導は，海岸防災林に求められる災害防止機能等 

が損なわれないよう，必要な指導を県（森林整備課又は当該活動実施箇所を管轄する地方 

振興事務所）の林業技術職員が行うものする。 

 

（活動箇所の維持管理等） 

第１３ 活動による植栽等に係る点検は県が行う。 

２ 第７に基づく協定期間中において，実施主体が継続して活動を実施することが困難とな 

った場合及び実施主体では実施困難と認められる作業が生じる場合の維持管理等について 

は，原則として県が行うものとする。 

 

（情報発信等の広報活動） 

第１４ 県及び市町は，協定締結による活動計画及び実績をとりまとめ，個人情報の取扱い 

に十分注意し，インターネット等により積極的に情報を発信し，広報宣伝に努めるものと 

する。 

 

 

  附則 

 この要領は，平成２６年１月２１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（実施要領別記１）第３関係 

 

植栽及び保育の条件 

 

１ 目標林型について 

 

  森林の防災機能を高度に発揮するため，将来的に根系及び樹冠が発達して十分な樹高を 

もち，飛砂，潮風，寒風，病虫等の害に十分耐えうる森林とすることを目標とする。 

 

２ 植栽樹種について    

 

 

３ 苗木について 

 

区分 内 容 

針葉樹 ・ マツ類については，治山事業で使用する苗木の規格，品質に準じたクロ

マツ又はアカマツとする。 

 なお，苗木の供給体制等を考慮し，本県の精英樹クロマツ又は精英樹ア

カマツ，被災後の海岸防災林に発生した実生苗も積極的に活用するものと

するほか，通常のクロマツ又はアカマツを使用する場合は，予め植栽箇所

を被害防除のしやすい箇所等に調整するものとする。 

 

（参考）治山事業で使用する苗木の規格，品質  

・ 林業種苗法に適合する苗木であること。 

・ 林業種苗法に定められた生産事業者から調達した苗木であること。 

・ 抵抗性クロマツ（又は抵抗性アカマツ）採種園産の種子から育てた苗

であること。 

 ・ 健全に育成された２～３年生の苗で，苗長２５ｃｍ以上，根元径４ｍ

ｍ以上であること。 

広葉樹 ・ できるだけ地元産の種子から生産された，宮城県内海岸部に自然分布す

る上記(2)に掲げた樹種の苗木とする。 

・ 実施主体が遠隔地から入手する場合にあっては，予め任意様式により産

地が分かる書面を提出されたものであること。 

 

区分 植栽樹種 

海岸部 ・ 針葉樹とし，クロマツ又はアカマツとする。 

内陸部 ・ 針葉樹の場合，クロマツ又はアカマツとする。 

・ 広葉樹の場合，コナラ，ヤマザクラ，ケヤキ，クリ等を中心に列状又は

塊状に混植とする。 



 

 

４ 植栽時期について 

  海岸防災林としての機能確保の観点から，当年度の適期（４～５月）に植栽を実施する 

ものとする。また，活動面積が１ヘクタールを越える場合は，複数年にわたる計画的な植 

栽計画を可能であるが，この場合であっても，なるべく早期に植栽を終了するものとする。 

 

５ 植栽密度について 

 

区分 植栽密度 

針葉樹 ・ マツ類にあっては，１ヘクタールあたり 5,000 本以上 

広葉樹 ・ １ヘクタールあたり 3,000 本以上 

 

６ 植栽後の保育について 

  植栽後５～１０年程度で成林が見込める本数密度が確保されることが求められるので， 

必要な場合は植栽翌年以降，改植，補植等を行うものとする。 

また，下刈については，植栽木が雑草木等より高くなり，被圧される懸念がなるまでの 

期間，状況に応じて年１～２回実施するものとする。 

 



（実施要領別記２）第５関係 

 

協定締結者の役割 

 

区分 役 割 備考 

協
定
締
結 

実施主体 ・ 海岸防災林の再生に向けた植栽等の活動 

・ 海岸防災林の役割や森林造成を通じた防災意識の理解 

 

宮城県 ・ 海岸防災林の役割や森林造成を通じた防災意識の醸成 

・ 実施主体の活動実施箇所の選定，提供 

（県有林及び私有林。私有林の場合は土地使用者承諾を取得したも 

のに限る。） 

・ 実施主体が行う活動に対する技術的指導 

・ 活動実施箇所の点検 

・ 必要に応じ，活動継続困難箇所または実施困難作業等の管理 

・ 活動計画及び実績等の情報発信，広報宣伝 

 

市町 ・ 実施主体の活動実施箇所の選定，提供 

（市町有林又は私有林。私有林の場合は土地使用者承諾を取得した 

ものに限る。） 

・ 実施主体と連携した活動の推進 

・ 県と連携した各種業務 

 

国（林野庁） ・ 実施主体の活動実施可能箇所の情報提供（民直箇所）  

※ 実施要領第２の３のただし書きに基づく協定の場合，上表の市町を削除したものと見なす。 

 

 

（参考）活動の流れ 

行 動 対 象 内 容 

1. 活動実施可能箇所の選定 国，県，市 ・ 植生基盤造成が終了した箇所から選定 

・ 活動実施可能箇所の区分 

2. 活動実施に関する県への協議 

（実施要領第６(１)の場合） 

活動実施者の公募等 

（実施要領第６(２)の場合） 

市町 

 

県 

・ 市町と民間団体等との連携検討 

 

・ ホームページ等に掲載 

3. 活動実施者（実施主体）の決定 県，市町 ・ 提出された申請書により審査，決定 

・ 審査に際して県は市町に意見聴取 

4. 協定締結 実施主体， 

県，市町 

・ 協定締結 

5. 活動計画の提出 実施主体 ・ 全体及び年間計画書の作成，提出 

6. 活動着手 実施主体 ・ 活動着手 

7. 活動実施と技術的指導等支援 実施主体 

県，市町 

・ 実施主体の活動（植栽等活動） 

・ 県は林業技術を指導（県） 

8. 活動終了 実施主体 ・ 植栽等終了 

・ 協定に沿った活動か否かの確認 

9. 情報発信・広報宣伝 県，市町 ・ 活動計画及び実績を発信 

10.活動(協定期間)終了後の管理  県，市町 ・ 原則として森林所有者が管理 

 


