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トピックス

「東中国山地緑の回廊ワ－クショップ」2011 の開催
in わかさ氷ノ山

氷ノ山自然探勝路体験トレッキングを楽しむ参加者
ワークショップの様子

「東中国山地緑
【計画部 指導普及課】７月３０日（土）
の回廊ワ－クショップ」が、地域・民有林との連携や
緑の回廊の普及啓発を図ることを目的として、鳥取県

を、参加者が紙に一言書き、それぞれの感想を共有す
ることができました。
また、
「氷ノ山自然ふれあい館 響の森」では、森の

若桜町の『わかさ氷ノ山自然ふれあいの里』において、

中で生息している生き物がジオラマで再現されてお

開催されました。

り、ガイドから氷ノ山で生息して鳥獣などの説明を受

開会にあたり、近畿中国森林管理局の野口計画部長、

けました。

若桜町の山本副町長からの挨拶、当局の職員から緑の

閉会では、鳥取森林管理署の小森次長から参加者へ

回廊の概要について説明があった後、氷ノ山自然探勝

のお礼や鳥取署の国有林の概要・取組などについて紹

路体験トレッキングのガイドの高橋、大下、坂田さん

介があった後、解散となりました。

の３名の案内により、午前の体験トレッキングがスタ
－トしました。
あいにくの小雨と霧が発生する中、参加者は３班に
分かれて、それぞれのガイドの案内のもと氷ノ山自然
探勝路を植物観察しながら、体験トレッキングを行い
ました。
参加者は、歩道沿いに自生している野草、樹木等の

これからも、兵庫・鳥取・岡山県の３県にまたがり、
国有林に隣接する民有林を含む「東中国山地緑の回廊」
の効果を高めるためには、それぞれの地域や関係機関
が一体となった取り組みが不可欠です。
そのため、ワ－クショップ等の開催を通じて、一層
の連携を深め、より良い緑の回廊となるように努めて
いきたいと考えています。

説明を聞き、鳥取県で一番大きなトチノキの巨木を見
たり、ブナの巨木を見るなど自然探勝路を堪能するこ
とができました。午後のワークショップでは、体験ト
レッキングした氷ノ山自然探勝路で心に感じたこと等
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地域ニュース

「道の駅山崎夏フェスタ！！」へ参加
～国際森林年をＰＲ～

「遊々の森」
（名称：木美の森）の協定
調印式を実施 （山王谷国有林）
【鳥取森林管理署】７月２１日（木）鳥取市佐治町にお
いて、
「鳥取森林管理署」と「※五しの里さじ地域協議
会」
（町の第３セクターとして平成 20 年 7 月に設立）
との間で、山王谷国有林に６．
１９ヘクタールの「遊々
の森」
（名称：木美の森）を設定し、
協定のはこびとなり、
国有林隣接の宿泊施設「たんぽり荘」で調印式が行わ

【兵庫森林管理署】7 月 24 日（日）兵庫森林管理署の
庁舎前に所在する「道の駅山崎」
（国道 29 号線沿い）
において、
「道の駅山崎夏フェスタ」が開催され、当署
から森林体験コーナーを出店しました。
宍粟市は、古くから山陽と山陰を結ぶ要所として、
森林に囲まれた自然の豊かな町で、森林をはじめとす
る豊かな自然資源を守り、その自然の中で人々が楽し
くふれあい、心身ともにやすらげる緑のふるさとづく
りをめざしています。

れました。
当日は、
署長外３名の職員、
同協議会の関係者７名と、
鳥取市役所佐治総合支所教育委員会分室長外 1 名、合
計 1 ３名が参加しました。
同協議会内には「山王自然塾」という名称の自然活
動のインストラクター団体があり、通年大人から子供
まで「田舎暮らし体験」の受け入れをしており、平成
23 年度は、県内の小学校５校の受け入れの希望があ
り、理科や社会科の学校授業の単位認定を兼ねた集団
生活と野外体験活動を行っています。

職員が手伝いながらオリジナル作品を作っている子供達

この宍粟市の良さを訪れた方々に実感してもらおう
と「夏フェスタ！！」が開催され、当署は、木工クラ
フトや丸太切り体験等を通じて、地球温暖化対策にお
ける森林の役割や森林整備の重要性、当署の取組等を
紹介するとともに、国際森林年をＰＲし、地域の方々
や訪れた方々に理解を深めていただく良い機会となり
ました。
約 70 名の家族連れが訪れ、木の輪切りやドングリ、

「五しの里さじ地域協議会」会長前田正人氏
（左）と「鳥取森林管理署」署長塩永博信（右）

松ぼっくりなどを使い、個性豊かな作品を作っていま
挨拶をする前田会長

した。
完成作品の一部紹介

付近に広がる山王谷国有林の協定区域は、途中に名
勝「山王滝」があるなど水量も豊かで川を渡りブナ林
の山を下るショートトラッキングコースが望め、子供
の冒険コースとしても最適であります。
同協議会の会長の前田正人さんは、調印後の挨拶で
「恵まれたフィールドが開放され、今後とも森林管理署

訪れた方々は、
「丸太切りなどは、都会ではなかなか

との協力を得ながらすばらしい活動をしていきたい。
」

体験できない。子供にとって良い体験となった。
」
、
「子

と今後の「遊々の森」での豊富を語られました。

供が想像力を持って作り上げた木工クラフトで、なか

※五しとは佐治町が誇れる 5 つのもの「和紙、梨、
星（さじアストロパーク）
、石（佐治石）
、はなし（佐
治の民話）
」の事である。

なか体験できない。
森林管理署の地道な取組みに感謝。
」
等の感想が聞かれました。
当署では、地域の方々と連携しながら、引き続き、
森林・林業のＰＲ等に取り組んでいくこととしています。

関連ホームページ
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/tottori/
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関連ホームページ
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/hyogo/

NO.1027
なめらやま

滑山 国有林でＯＢが森林ボランティア活動

夏休み木工教室を開催
～夏休みの宿題と思い出に～

なめら

【山口森林管理事務所】 ６月２９日（水）銘木「滑マツ」
の古里として有名な滑山国有林（山口市徳地町）にお
いて、
山口県ＯＦ会
（西川巌代表）
による森林ボランティ
ア活動が実施されました。

【和歌山森林管理署】 ８月１０日 ( 金 ) 和歌山森林管
理署と田辺市龍神村の真砂林業は西牟婁地方緑化推進
会の後援のもと当署会議室において、小学５，
６年生を
対象に「夏休み木工教室」を開きました。

国有林のＯＢ諸兄姉により構成される同会は、山口
森林管理事務所管内の国有林をフィールドとした森林
整備を毎年数回開催しており、地域における森林ボラ
ンティアの先導的役割を果たしていますが、今回は平
成２３年度の活動第一弾として、会員１５名の参加を
得て林道「安全柵」の更新作業を行ったものです。
滑山国有林を南北に縦断する幹線林道の終点にほど
近い広場。ここより滑山林木遺伝資源保存林を経由し、
県内有数の名峰「飯ヶ岳」への登山ルートは、年間を
通じて数多くの入山者が訪れる人気スポットでもあり
ます。この登山ルートの入口の「安全柵」は設置後十
数年が経過し、老朽化が顕著となっていました。

完成後の安全柵
丸太杭を打ち込み安全柵を作る OB の方々

当日の作業は、既設の柵を撤去し、新たに五十本余
りの丸棒を打ち込み、それぞれに横木を取り付けると
いうものでかなりの重労働。一日で完成させるのは困

作品を手に持ち記念撮影

きりを使って端材に穴を開けている様子

田辺市、上富田町、みなべ町から集まった子供たち
２５人は、職員の指導のもと、紀州材スギ板による ｢
フラワーテーブル ｣ 作りに挑戦しました。
木工教室は、毎年夏休みに子供たちに森林・林業を
よく知ってもらおうと開いているもので、今年で２８
年目を迎えました。地元小学生にとっては夏休みの宿
題と思い出づくりができる行事として人気を博してい
ます。
子供たちは、のこぎりをひいたり、錐で穴をあけた
りと慣れない作業に奮闘しながら約４時間をかけて立
派なフラワーテーブルを完成しました。
また、当日は森林教室も開き、森林の働きや間伐の
重要性を通して森林の大切さや資源としての木につい
て学ぶなど、子供たちにとって有意義な１日となりま
した。
関連ホームページ
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/wakayama/

難と思われていましたが、そんな心配もよそに、ＯＦ
会のチームワークと熟練された技術により標準工程を

お知らせ

上回るペースで作業が進み、予定していた時間の約半
分で延長７０ｍの見事な
「安全柵」
が完成となりました。
日陰が恋しいほどの陽気のもと、額に汗を浮かべな

も

り

森林のギャラリー（局庁舎 1 階）

がらの作業により完成した「安全柵」は、背景の林木
遺伝資源保存林に今もその雄姿をとどめる「滑マツ」
など、周辺の景観に調和した出来映えとなっており、
模様替えとなった広場の施設として訪れる人々を迎え
てくれることでしょう。
山口森林管理事務所は、引き続き、ＯＦ会などの森
林ボランティア団体と連携し、国民参加の森林づくり
の推進に取り組んで参ります。
関連ホームページ
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/yamaguchi/

【９月の展示スケジュール】

９/ １～ 9/13
2011 スケッチ教室グループ展（水彩画）

【みのむしプロ】
9/14 ～ 9/22
「自然風景作品展」
（水彩画、アクリル画）
【絵画グループくりえーと】
9/26 ～ 9/30
日本日曜大工クラブ大阪支部作品展（木工作品）
【日本日曜大工クラブ大阪支部】
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森林の市 2011
もり

・スタンプラリー二酸化して
・スタンプラリーに参加して
苗木ｏｒ木製品をもらおう！
（各日先着 1,000 名様）

木工体験
・親子で一緒に本箱作り
・丸太切りに挑戦しよう
・端材のプレゼントもあるよ！

展

示

・森林の恵みや働きの紹介
・国産材・間伐材製品の展示と即売

ふるさと産品即売会
・里山で採れた野菜や果物
・ふるさとからの宅配便いろいろ

２０１１

国際森林年
主催：「水都おおさか森林の市」実行委員会
NPO 法人大阪の子どもたちを水辺に誘う会

NPO

法人国産材住宅推進協会 NPO 法人自然と緑
大阪府 大阪府森林組合 （株）三菱地所プロパ
ティマネジメント大阪支店 近畿中国森林管理局
近畿農政局 （財）大阪みどりのトラスト協会 社
団法人大阪府木材連合会 天満音楽祭実行委員
会 天満橋筋四丁目振興町会 独立行政法人水資
源機構関西支社 日本日曜大工クラブ大阪支部
堀川地域社会福祉協議会 堀川連合振興町会
（50 音順）
後援：国土交通省近畿地方整備局 近畿地方環境
事務所 （社）国土緑化推進機構 三重県 滋賀県
京都府 奈良県 和歌山県 高知県 大阪市 大阪市
教育委員会 奈良県木材協同組合連合会 奈良県
森林組合連合会 （社）京都府木材組合連合会
京都府森林組合連合会 兵庫県木材業協同組合
連合会 兵庫県森林組合連合会 滋賀県木材協会
滋賀県森林組合連合会 三重県木材協同組合連合会
三重県森林組合連合会 和歌山県木材協同組合連合会
和歌山県森林組合連合会 （財）大阪21世紀協会
（財）日本森林林業振興会大阪支部 （財）大阪市
コミュニティ 協会都島区支部協議会 産經新聞大
阪本社 帝国ホテル 大阪
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水都おおさか

平成 23 年

10 月 8 日（土）
・9 日（日）
場所：近畿中国森林管理局・
OAP・毛馬桜之宮公園周辺
入場無料
雨天決行

- 開催時間 -

10：00
～
16：00

JR
桜ノ宮駅
から
徒歩 5 分

