平 成 28年 11月 10日
（２０１６年）

月 ・ 日の両日、くまもと県民交流館パレアにおいて「平成 年度森林・林業の
技術交流発表大会」を開きました。九州沖縄各県の森林・林業関係者や森林・林業を学
19

28

課題、高校の部９

課題の発表があり、２日間にわ

たる発表が終了しました。
その後、株式会社伊万里木材

会が主催し、産学
官の森林・林業関

る中、主伐後の更新や育林コス

ら「戦後造成された人工林の多
くが、本格的な利用が可能とな

こ の 発 表 大 会 は、
開会にあたり、同協議会会長
九州林政連絡協議
の池田直弥九州森林管理局長か

いうフィールドを活用し、これ
ら課題の解決に向けた取り組み

皆様と連携しながら、国有林と

このような中、九州森林管理
局としましても、民有林関係の

方法や植生の保護など様々な課
題が山積している。

和仁支所長から講評があった後、
九州林政連絡協議会会長賞（最

森林総合研究所九州支所の森貞

した特別講演を行いました。
最後に、審査委員長の（国研）

森林育成と安定的な木材供給～
伊万里木材市場の挑戦～」と題

市場林雅文社長により「循環型

係者が日頃取り組

トの低減、木材搬出における生
産性や安全性、近年増加してい

による森林整備、シカ被害対策など多岐にわたる 課題（一般の部
課題）の発表がありました。（２面に入賞課題と発表者を掲載）

んでいる活動の成
果を発表し、技術

その後、「森林技術部門」と

た。

（担当＝技術普及課）

２日間の発表大会を終了しまし

国の林業のモデルを示していき
局長賞（最優秀賞２課題、優秀
たい」とあいさつがありました。 賞１課題）に表彰状が授与され

優秀賞２課題、優秀賞６課題）
と、高校生対象の九州森林管理

ているもので、今

「森林保全・森林ふれあい部門」
の２会場に分かれ、一般の部

課題の発表を行い、１日目の最
後に鳥取大学地域学部唐澤重考

教授より「間伐が林内の生物多

様性に与える影響の評価」と題
して特別発表がありました。

２日目も２会場に分かれ、佐
賀・熊本・大分・鹿児島・沖縄

各県の、林業関係の高校の部９

31

林・林業の活性化
を図る目的で開い

を積極的に推進していく考えで
あり、九州が先頭に立って我が

特別発表の唐澤教授

特別講演の林社長

るシカ被害を効果的に防止する

31

の交流や情報交換
を行い、流域の森

40

発表は、それぞれの地域や職場、学校などで取り組んでいる、森林・林業再生に向け
た取り組みや、民国連携による林業の活性化や林業技術の向上、国民参加の森林づくり

ぶ高校生、当局・署の職員など、両日で延べ約５１０人が参加しました。

18

回で 回目を迎え
ました。

上：挨拶する池田局長 下：発表大会の様子
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10

22

１７３７
No

平成

年 度 森林 ・ 林 業 の 技 術

交流発表大会において、入賞さ
れた課題と発表者は次のとおり
です。

☆優 秀 賞
『林分密度試験地における経過

【一般の部】

☆最 優 秀 賞
『持続的な森林経営の確立に向

沖田 正志、藤川 涼一

と現状の分析について』
（宮崎南部森林管理署）

（大分県南部振興局農山漁村振

『対馬における林業成長産業化
の実現に向けた取り組み』
（長崎県対馬振興局林業課）
三道 正和
『大苗植栽による低コスト造林

)

優 秀 賞 を 受 賞 さ れ た ６ 組 の 皆 さ ん

『仲間川木道周辺マングローブ
林等モニタリング調査について』
西表森林生態系保全センター
(
山部 国広
『ツシマヤマネコの保護に向け
た国有林の取組』
（長崎森林管理署）
森 俊之、都 賢太郎

愛梨

隆一
萌

最優秀賞の佐賀県立唐津南高校の皆さん

【高校生の部】

☆最 優 秀 賞

『「虹の松原」からの贈り物～

原野 修輔、坂本
井上 夏花、竹尾

松葉ペレットで豊かな土壌を～』
（佐賀県立唐津南高等学校）

松本 美穂、宮崎

『森林と地域を育む環境プロジェ

大輔
瑠伽

クト』
（大分県立日田林工高等学校）
陶山 大輝、福井
黒木いろは、平川

☆優 秀 賞
『地域とともに育む～芦高版☆

「木育」活動～』

成昭、坂本

聡史

（熊本県立芦北高等学校）
釜
拓冶、山下穂奈美

松永
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けた苗木生産の取組～佐伯産ス
ギコンテナ苗の生産始まる～』

最優秀賞の山田氏(中央）

興部林業・木材・椎茸班）
山 田 康裕
『シカネットにおける「宙かせ

善成

張り」の実施検証について』
（西都児湯森林管理署）
田中

方法確立への取組２』
（大分森林管理署）
園田 清隆、山元 義希
『福岡の松林の保全に向けて～
松くい虫防除の徹底と協働体制
の 構築』

元村 桂助、本田 晴政

（福岡県福岡農林事務所林業振
興課普及係）

最優秀賞の大分県立日田林工高校の皆さん

優秀賞の熊本県立芦北高校の皆さん

28

最優秀賞の田中氏(中央）

勉強しておきましょう（自分の
親のため、自分のために）」と

田病院院長の吉田仁爾（ひとじ）
先生を講師に迎え、「認知症を

て、健康管理医である表参道吉

東西の両端部と、宮崎県の綾町
付近くらいとなっています。

いる場所で道に迷ったなどのサ
インがあることから、日頃から

れたと言う、同じことを何回も
言ったり聞いたりする、慣れて

す状態であることや、認知症の
サインとして、お金などを盗ま

機能が低下し、生活に支障を来

症 状 の 集 ま りで あ
ること、記憶や判断を行う脳の

講話 では、 最初
に 認 知 症 は 多彩 な

このユネスコエコパークは、
“保全される自然を原資とし、

ることが決定しています。

新たに“祖母・傾・大崩山系”
がユネスコへの審査に推薦され

適切な治療・予防により回復し
たり、発症が遅延したりするこ

谷川式簡易機能スケールや、脳

と良いとの話がありました。
次に、認知症の診断には、長

チェックを行い、当てはまる行
動があれば、専門医を受診する

移行地域〉があるのですが、こ
のうち緩衝地域と移行地域を利

です。
ユネスコエコパークには３つ

は熱心に耳を傾けていました。
（担当＝総務課）

最後に、認知症になった人を
介護する場合の、行政のサービ

解りやすく説明いただきました。

であることなど、先生が実際に
見てこられた事例を交えながら、

とがあるので、早期にＭＣＩに
気づき、対策を行うことが重要

今までの国有林は「保護」さ
れるイメージが強かったのです

有林を利活用することになりま
す。

のゾーン〈核心地域，緩衝地域， 済活動や地域づくりを行う＝国

て症状の程度を判断すること、
スや、利用するまでの流れにつ
軽度の認知障害（ＭＣＩ）では、 いての話があり、参加した職員

ＣＴ・脳ＭＲＩなどがあり、そ
れぞれの結果を総合的に判断し

活用した、“沢登り”や“トレッ
キング”などは勿論、綾の基幹

しています。

に献上 していた
鮎が泳ぐ綾北川・綾南川を形成

り、ま た、かつ
ては薩 摩島津藩

資源と なってお

ター」と表記〉の設立に向け、
着々と準備を進めており、私は

のクオリティを高めるべくコア
となる施設〈以下「綾ＢＲセン

さらにユネスコエコパーク運営

この綾町では現在、今までより

地域におけるほぼ全域が森林で、 ので、宜しくお願い致します。

えています。
綾ユネスコエコパークの緩衝

まで実践する“ベジタベル”な
ど、様々な体験プログラムを考

”や、自然生態系農業
tch Eat
の農産物を農業体験の一環で収
穫後、これも調理していただく

て食べる」までを実践する“

設立の際には、何らかの形でご
連絡できればと思っております

もってもらえるよう、努力した
いと思います。綾ＢＲセンター

のプログラムなども構築し、もっ
と多くの人々に、山に親しみを

を企画実施し、山と親しむ機会
を増やしました。

綾町でも「猟師と行く川中ツアー」

日 、 局大 会 議 室 に お い

題した衛生講話を開き、多くの
職員が参加しました。

林は、国内最大級の原生的な森
林で、学術上でも貴重な森林生

これを用いて持続可能な経済活
動”を行うことが理想とされて

これらの生態環境と、この照
葉樹林を取り巻く持続可能な経

そのための様々な事業に携わっ
ています。

９月

照葉樹林は、インドの北東部

態系が残されています。この照
葉樹林に育まれた名水は、綾の

が、最近では「山の日」の制定
のように山に親しむ機会が増え、

拡大造林政策により殆どが伐採

済活動について、国際連合教育
科学文化機関（ユネスコ）は、

その中のひとつとして、体験プ

占めていますので、綾の照葉樹
林帯を原資として持続可能な経

にあるブータン辺りから、東は
日本の宮城県辺りまで分布しま

います。綾町はその“モデル地
産業である農林水産業を巻き込
区”として認定された訳ですが、 んで、「川で釣った魚を調理し

後、針葉樹に植え替えられ、ま
たは開発などの影響により、小

平成 年に綾町一帯をユネスコ
エコパークに認定しました。そ

そのうちの約７割強を国有林が

私が住んでいる綾町の照葉樹

す。戦前までは、照葉樹林帯と 基幹産業となっている自然生態
して広がりを見せていたものの、 系農業を営むうえで大変重要な

規模な面積で点在するだけで、
まとまった面積で残っているの

の後、日本での地域は７箇所に

ログラムを構築しているところ

＆

（宮崎県綾町在住）

綾ＢＲセンターの設立を通し
Ca て、森林を保全しながら利活用
できる森林セラピーや前述以外

は鹿児島県の大隅半島，四国の

年度には、

24

なっており、平成

29

大さん
杉本
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30

衛 生 講 話 の 様 子

足後１００年にわたり森林の保
護制度として機能してきた。そ

冒頭、池田直弥九州森林管理
局長から、「保護林制度は、発

保護林制度は、原生的な森林
が改正されたことに伴い、新た
生態系からなる自然環境の維持、 に設置した委員会です。

保護林管理委員会を開きました。 制を再構築するため保護林制度

たものです。

宮崎県からの要請を受け、当署
管内をフィールドとして行われ

この研修は、林業普及指導員
の専門知識の向上を図るため、

試験地、三ッ岩林木遺伝資源保
存林において行われました。

当署会議室及び管内の林分密度

健康づくり講話」を開きました。 を例にしてわかりやすく説明が

員」である桜が丘病院医師平田
真一先生を講師に招き、「心の

月 日、局大会議室におい
て、局の「心の健康づくり相談

の違いなどについて説明を行い
ました。

し、飫肥林業の歴史や保存林の
現況、飫肥杉の品種による樹皮

あり、④飲酒やギャンブルはこ
ころの健康には逆効果となるこ

プ）」による対応について、良
い対応、悪い対応を家族の対話

だん）・あ（あんしん）・さ
（サポート）・る（セルフヘル

を図ることを確認して研修を終
了しました。

最後に、地域の林業の成長産
業化に向け、さらに民・国連携

【宮崎南部森林管理署】宮崎県
下の林業指導普及員の研修が、

貴重な動植物の保護、生物遺伝
資源の保存などを目的に、史跡

の間、時代の要請などに合わせ

この講話は、局の「心の健康
づくり実施計画」に基づく本年

慮した、簡素で効率的な管理体

名勝天然記念物法（１９１９年）
や国立公園法（１９３１年）に

最初に、当署会議室において
石神智生署長から「林分密度試

とから、充分な睡眠、没頭する
ような趣味、週に数回の運動な

どを行うことがこころの健康に

日に、今年度第１回の

先駆け１９１５年に発足した国
ながら、森林の適切な保護・管
理に努めてきたところであり、

度２回目の講話で、局内職員や
各森林管理署長など約 人が参
加しました。

つながると講話されました。
この講話を通じて心とからだ

月

有林野独自の制度です。九州森
林管理局管内には、屋久島世界

今回の保護林の新制度における
験地における経過と現況の分析
新たな区分への見直しに当たり、 について」と題してプレゼンテー

講話では、①こころの病気に
ついて、②自殺について、③対

の健康を維持増進し、明るく健
康な職場づくりができればと願っ
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自然遺産の保護担保措置となっ
ている屋久島森林生態系保護地

応について、④こころを健康に
するにはの４項目を主題に説明

ションを行い、林業の成長産業

ら忌憚のないご意見をいただき
化に向けた課題である、主伐・
たい」とあいさつがありました。 再造林の推進や植栽密度と造林

委員の皆様には専門的な立場か

コストなどについて、情報提供・
意見交換を行いました。

ています。

箇 所、 約 ７万 １

０００㌶を設定しており、九州・
沖縄の全森林面積の約４％にあ

その後、保護林制度及び制
度改正の概要、今後の保護林再

があました。
①こころの病気では、具体的

域をはじめ、

たります。
本委員会は、これら保護林に

その後、林分密度試験地で現
地検討会を行い、次に、三ッ岩

（担当＝総務課）

編の方針などについて検討が行
われ、委員からは「保護林の状

明があり、②自殺では、日本は
ロシアに次いで自殺による死亡

などについて症例及び病気を取
り扱った映画の紹介も交えて説

ついて、生物多様性の保全に配

化しているのか」「熊本地震に
よる保護林の被害状況はどうか」
といった質問や、今後の対策な
どについて意見をいただきまし

率が高く、５歳ごとの年齢構成

における死因では 歳から 歳
の５段階で自殺が第１位となっ

は、「り（リスク）・は（はん

講話に耳を傾ける参加者

24

に認知症、統合失調症、うつ病

試験地での検討会の様子

林木遺伝資源保存林に場所を移

委 員 会 の 様 子

21

況は設定当時からどのように変

70

10

ていること、③こころの病気に
どのように対応すればよいかで

39

た。
本年度は、計３回の委員会を
開く予定としており、本委員会

（担当＝計画課）

の検討結果を踏まえて保護林を
見直すこととしています。

15

99

10

月４日、局大会議室におい
て、国家公務員健康週間中の行
事として、「救急法講習会」を
開き、多くの職員が参加しまし
た。
当日は、熊本西消防署池田庁
舎より上田氏をはじめ５人の方
を講師に招き、救急統計、１１
９番通報について、緊急時の対
応、色々な応急手当についての
講話の後、実技として心肺蘇生
法・ＡＥＤの使用について講習
が行われました。
講話では、近年の救急対応の
状況や１１９番通報回数、現場
への到着時間などについて、講
師からの質問を交えながら話が
あり、緊急時の対応では、実際
の事故発生時の音声を使用した
10

講 習 会 の 様 子

ビデオ視聴があり、ＡＥＤが設
置されていれば助かったかもし
れないとの説明に、ＡＥＤの必
要性を強く印象づけるものでし
た。
その後行われた実技では、参
加者を３班に分け、それぞれの
班ごとに、人形とＡＥＤを使用
して、心肺蘇生法とＡＥＤの使
い方について学びました。
各班とも、これまでに講習を
受けた経験者が多く、人工呼吸

10

20

野庁で取り組んでいる東日本大
震災に伴う海岸防災林再生事業
について説明を受けました。
視察の方々は、日本の海岸防
災林の取り組みなどを熱心に聴
き、キム氏からは、「海岸防災
林の造成を計画しており、非常
に参考となった。東日本大震災
に伴う海岸防災林再生事業につ
いても是非参考にしたい」との
お礼があり、視察を終了しまし
た。

【宮崎南部森林管理署】宮崎大
学で、森林・林業や木材加工な
どを学んでいる大学生を対象と
した「森林の理解者を育成する
ための見学研修」が、当署管内
の林分密度試験地で行われまし

た。
この研修は、宮崎県から委託
を受けた、公益法人宮崎県森林
林業協会の主催によるもので、
同協会から当署へフィールドの
提供と講師の依頼があり実施し
たものです。
当日は、台風通過後の悪条件
の中、山歩きは初めての人もい
たようですが、悪戦苦闘しなが
ら目的地まで上り、その後現地
において、石神智生署長から林
分密度試験地を設定する目的や
植栽密度と林業コストの関係な
どについて説明を行いました。
研修生はそれぞれ真剣なまな
ざしで聞き入っていました。
大学生を対象としたこの研修
は、県内で初めて実施されまし
たが、このような機会を通じ、
森林環境教育が益々充実するこ
とを期待する一日となりました。
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や心臓マッサージ、ＡＥＤの使
用についても、スムーズな対応
が出来ている人が多く見受けら
れました。
緊急時には、スムーズな対応
が重要なことから、いざという
時に慌てないためにも、日頃か
らの心構えを再確認した講習会
となりました。
（担当＝総務課）

【佐賀森林管理署】 月 日、
韓国農魚業村公社セマングム開
拓事業団環境管理部キム氏ほか
３人が、開拓に伴う防風・防潮
などの防災林の造成のため、唐
津市の虹の松原へ視察に訪れま
した。
当日は、当署職員が、虹の松
原を一望できる鏡山展望台にお
いて、虹の松原の概要、松くい
虫被害の予防及び駆除の実績な
どについて説明しました。
次に、虹の松原の林内におい
て、虹の松原保護対策協議会の
ＮＰＯ法人カンネ事務局長から、
松葉かきなどのボランティア活
動の現状と、治山事業で施工し
た防風垣について説明があり、
施工方法や効果などについて、
熱心に意見交換がなされました。
その後、佐賀森林管理署を訪
問し、当署の管内概要、また林

試験地で説明を受ける大学生

講師の上田氏
ＡＥＤを使った実習の様子

職員の説明を受ける視察団

月 日、長崎県島原市にお
いて、平成 年度国有林モニター
会議を開き、 人の国有林モニ
ターの皆様にご参加いただきま
した。
国有林モニター会議は、国有
林モニターの皆様に現地視察会
や意見交換会を通じて、国有林
の管理経営についてご理解いた
だくとともに、国有林をより身
近な存在として認識していただ
くことを目的に２００４年度よ
り毎年開催しているものです。
今回の国有林モニター会議は、
事前におこなったモニターアン
ケートの結果を考慮し、「安全
で安心な暮らしの実現」の観点
をご紹介すべく、古くより災害
復旧事業や治山事業を実施して
きた、長崎県島原市の雲仙・普
賢岳と眉山の治山事業を視察し
10

14

20

28

職員の説明を受けるモニターの皆さん

ゲッケイジュはオリンピック、
マラソンの優勝者に枝葉で作っ
た冠が授与されることでよくご
存じと思います。カレーやシチュ ｰ
の香辛料、頭髪用のバイラム
（香料の原料）、庭木や垣根等、

ま した。
冒頭、岡本一孝長崎森林管理
署長から長崎森林管理署及び治
山事業の概要について説明を行
いました。また、航空緑化工の
実施箇所及び治山ダムなどの設
置箇所の視察をおこなった際に
は、田上誠総括治山技術官なら
びに野田祐治治山技術官から、
１９９０年以降に発生した噴火
災害の概要や、その後の復旧事
業について説明を行いました。

のことです。
花はよく見かけると思います
が、日本には最初、雄株が入っ
てきて普及したのでほとんどが
雄株だそうですが雌株もあり、
時には見かけることもできます。
垣根や庭園木では、病虫害に
弱く、葉が黒ずんで汚れがつい
ているように見えるスス病に侵

原産で雌雄異株、日本には明治
年頃渡来したそうです。ゲッ
ケイジュの名前は、月桂樹と書
き、美しい名前は中国の月桂樹
に基づいたものですが、中国の
月桂樹は伝説に出てくる月の木

国有林モニターの皆様からは、 号以降の「モニターの声」など
「島原市には来たことはあるが、 を通じて、ご紹介させていただ
このような取り組みがされてい
きます。
ることは知らなかった」「自然
（担当＝企画調整課）
災害から下流を守る治山事業の
重要性について理解した」「メ
ディアを通じて広く知ってもら
うべき」などの感想や意見を頂
戴しました。
なお、今回いただいた感想や
意見については、国有林野の管
理経営に活かしていくこととし
ます。
そのほか、参加いただいた国
有林モニターお一人ずつからの
感想・意見につきましては、次

されやすいので、手入れを十分

にする必要があります。

身近で盛んに使われています。
クスノキ科で香りの強い樹木
です。樹木園には西側サンシュ
ユの近くに、ニッケイ、ゲッケ
イジュ、マルバニッケイが並ん
で植えられていますので、匂い
を比べることができます。どの
匂いがあなた好みか、葉を揉ん
でから嗅いでみましょう。
ゲッケイジュは地中海沿岸の

38

治山ダム等の視察の様子

朝 夕の 冷え 込み が厳 し く なり

阿蘇 では 初氷 が見 られ 、 よ うや

く各 地か ら紅 葉見 頃の 声 が 聞か
れる よう にな って きま し た ▼こ

れか ら紅 葉を 目当 てに 登 山 され
る方 が増 える と思 いま す が 、登

山の 際に は十 分な 装備 と 「 登山
届」 の提 出を お願 いし た い と思

いま す▼ 今月 ３日 には 、 熊 本県

山都 町の 目丸 山で 、男 性 ３ 人が
下山 中に 行方 不明 とな っ た 山岳

遭難 が発 生し まし た、 幸 い にも
翌日 には 発見 され 大事 に は 至り

ませ んで した が、 この 時 も 登山

届は 提出 され てい なか っ た よう
です ▼今 回の ケー スで は 、 同行

され てい た２ 人の 方が 自 力 で下
山し 保護 され てい たこ と か ら、

登山 ルー トな どの 確認 が で きた
こと も、 早期 発見 につ な が った

もの と思 いま す▼ 登山 届 に は期

間や 登山 ルー ト、 装備 な ど を記
載す るよ うに なっ てい て 、 登山

者が 遭難 した 時に 捜索 す る ため
の重 要な 情報 源と なり ま す ▼特

にこ れか ら寒 くな り、 捜 索 に時

間が かか ると 生死 にか か わ る事
にも なり かね ませ ん▼ こ れ から

（つ）

登山 を予 定し てい る皆 さ ん 、自
分の身を守るためにも「登山届」

を忘れずに。
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