平 成 29年 6月 10日
（２０１７年）

九州では、戦後造成したスギ・
ヒノキ人工林が主伐期を迎え、
資源の充実とともにバイオマス
発電や海外輸出など需要が拡大
する中で、九州森林管理局にお
いても主伐や、森林整備に伴う
間伐などの事業量が増加傾向に
あることから、今後、林業労働
力の確保や生産性向上が重要な
課題となっています。
このため、局内に林業事業体
及び関係職員の生産管理意識の
向上などを目的とした「林業事
業体育成プロジェクトチーム」
を設置、各種研修の開催や情報

開催にあたり挨拶を行う池田局長

の共有を図ることとしています。

その取り組みの一環として、
５月 日、九州管内の林業事業

作業日報から生産 性を把
握する方法、作業 システ

ムの改善やコスト 計算の
方法などについて の説明

事業における作業日報の管理手

体、各県職員、局署の関係職員
計１５０人を対象に「林業生産

ムの評価手法、生 産コス
ト改善のノウハウ 及び生

法などについて勉強会を行い２
日間の日程を終了しました。

と、京都大学フィ ールド
科学教育センター の長谷

産管理における新 技術な

今回の勉強会に参加して頂い
た林業事業体の方々には、生産

川尚史准教授より 「作業

どについて説明を 受けま
した。

性向上及びコスト削減に向けた

管理勉強会」を開きました。
冒頭、九州森林管理局池田直

また、鹿児島県森林技術総合
センター普及指導部の外山裕二

作業システムの見直しなどにつ
いて、改めて考えて頂く契機と

弥局長より「九州はどこよりも

性の向上や作業の効率化、低コ
スト化は喫緊の課題」との挨拶

通した人材育成の活動、及び鹿

なることを期待するとともに、
局署などにおいては、発注事業

システムの評価と 生産管
理」として、作業 システ

があり、九州局田口護次長から

児島県のフォレスターの活動に
ついての紹介、続いて南那珂森

を通して、林業事業体などが自

早く主伐期を迎え需要も拡大。
一方、林業労働力の不足、生産

林業事業体の育成に向けた取り
組みなどの説明がありました。

林組合串間事業所第２事業課の
清水賢次課長より「南那珂森林

めの作業改善の考え方」として、 部長より「優良事例とフォレス
ターの役割」として、各研修を

続いて、鹿児島大学農学部の
岡勝教授より「生産性向上のた

組合における生産管理の取組」

ら行う生産性向上に向けた取り
組みを支援していくこととして

技術普及課）

（担当＝資源活用課

います。

１５０人が参加した勉強会の様子

として、当組合で実施している
生産管理の手法などについて紹

員のみを対象として、森林整備
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介がありました。
なお、翌日には、局署関係職

講師の説明を聞く参加者

１７４４
No

ました。
また、林野庁のパンフレット

途中で不足するほど盛況となり

が多いことから、復旧状況・現

報道機関や一般の方々などから
再開時期に関しての問い合わせ
と変わらない美しい渓谷となっ
ていることに安心した様子でし

陣は、復旧工事によりこれまで

工事の大変さ、今後の工事予定
などについて説明があり、報道

室及びオリジナル絵はがきの配
布に加え、今年は昆虫の切り絵

表札づくり）と、昨年から取り
入れているクイズ形式の森林教

となりました。

ができ、森林管理署をより身近
に感じていただける貴重な一日

緯や今年度の計画について説明
を行いました。

治山技術官より、桜島地区民有
林直轄治山事業のこれまでの経

署長の挨拶の後、古庄誠司総括

林野庁のパンフレット（九州の
国有林・入庁案内）の配布を行

年度の鹿児島市防災点検が行わ
れ、松永範芳、松山芳英両副市

【鹿児島森林管理署】２０１７

現場での対応などについての質
問があり、署長及び総括から質

いるのか」また、副市長からは、
昨年の警戒レベル引上げに伴う

まった土砂は排土しないのか」
「土石流の発生回数は減少して

参加者からは「治山ダムに溜

い、積極的に国有林のＰＲを行
いました。

長の外、関係機関の担当者総勢
人が参加し、桜島地区民有林

（職員が即興で作成）の実演や、

イベント当日は、多くの親子
連れが訪れ、子供たちは目を輝

現地で説明を行う職員

かせながら木工体験などに取り
組んでいました。

宮崎市内「生目の杜運動公園」

を手にした方から、職員が質問
を受ける場面があるなど、この

なかには、ご夫婦で木工体験
に参加されるなど、工作部材が

において、農林水産物の地場産
品を広く紹介する「食フェスタ

イベントを通して、幅広い年代
の方に森林や木材、林野庁の仕

日、

みやざき２０１７」（食フェ
スタ みやざき実行委員会主催）

事に興味を持っていただくこと

【宮崎森林管理署】５月

た。
報道陣は、渓谷内の歩道を歩

が開かれました。
当署からは、恒例の木工体験

状をお知らせするため報道機関
へ公開したものです。

た。
報道陣からは「入谷再開の時

人が参加しまし

きながら、被害箇所の復旧状況・
現状などについて復旧工事の実

（木製キーホルダー「もっくん」・

市及び協議会、熊本森林管理署

年４月の熊本地震により被害を
受け立ち入り規制が続く菊池渓

行機関からの説明を受け、特に
被害の大きかった菊池渓谷上流

当日は、事前に申込みのあっ
た、テレビ・新聞などの報道機

期」「県道の復旧時期」などに
ついて質問が相次ぐとともに、

の 職 員な ど 約

谷を報道機関に公開しました。
菊池渓谷は、レクリエーショ

の「広河原」付近の大規模崩落

５月１日、「菊池渓谷を美し

ンの森に設定されており、日本
名水百選や水源の森百選などに

社をはじめ、熊本県、菊池

関

当日夕方のテレビ放映、翌日の

in

くする保護管理協議会」は、昨

指定され、天然性広葉樹林や渓

13

箇所（高さ約１２０㍍、幅約
㍍）においては、急傾斜地での

報道陣へ説明する森署長

谷美の自然探勝に県内外から年
間 数万人が訪れる観光地で、
30

新聞掲載など、菊池渓谷再開へ
の関心の高さがうかがえました。
九州森林管理局及び熊本森林
管理署においては、菊池渓谷の
一日も早い再開に向け熊本県、
菊池市、協議会などと連携を図
りながら、復旧への更なる取り

（担当＝総務課広報）

いて、毎年、市長及び副市長に

前に災害発生の恐れがある箇所
や、防災のための整備現場につ

検しました。
この防災点検は、梅雨時期を

直轄治山事業の現場を視察・点

出てくる旨の説明を行い、納得
していただいたところです。

おいては周りの色彩と違和感が

にした方がよいのではないかと
の提案があり、緑色では冬期に

した。
また、治山ダムの着色を緑色

問に対する回答と説明を行いま

冒頭、中西誠鹿児島森林管理

り防災点検を終了しました。

直轄治山事業の松浦川第２支流
最後に、副市長からこれまで
の現場において実施されました。 の治山対策へのお礼の言葉があ

よる防災点検を実施しているも
ので、今回は、桜島地区民有林

16
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in

30

組みを進めていくこととしてい
ま す。

大盛況の宮崎署ブース

20

13

【屋久島森林管理署】４月
会して開いたものです。

おける主伐・再造林を進めてい
日、 くため、島内の関係者が一堂に

業事業体関係者などからの要請
に基づき、これからの屋久島に

ますが、本日ご参集の皆さんが

利用期を迎える中で、屋久島は
離島と言うハンディを抱えてい

冒頭、川畑充郎屋久島森林管
理署長から「人工林が本格的な

は、当署職員及び請負事業体の

にも繋がりました。
また、シカ防護ネット架設で

ことで植栽経験の浅い方もおら
れたことから、植栽技術の向上

す。

ルドの提供を行い、屋久島林業
の技術向上に取り組んで参りま

ニーズを把握し連携しながら、
引き続き研修会の開催やフィー

これからの屋久島林業を切り開
いていくメンバーであり、屋久

現場代理人から、ネットの規格
や作業手順などについて説明を

当署春牧森林事務所部内、太忠
嶽国有林の分収造林伐採跡地に
おいて、屋久島林業推進検討会

参加者全員で、ヤクスギの普通
苗とポット苗１００本を植栽し

と植栽方法の説明を受けたのち

してもらいました。
今回の研修会は国有林内で開

の被害防止対策の重要性を認識

となされないと、低層の植物が

催されましたが、民有林におい
ても森林資源が充実してきてお

２つ目は中学の時に理科の教

育たず、土砂崩れなどの災害へ
と繋がってしまいます。現在、

ました。
参加者の中には、久しぶりの

科書の最後のページに掲載され
ていた、ドイツでの森林が枯れ

林業では後継者不足が深刻であ
ると言われています。まずこの

り、当署としては地域関係者の

１つ目は実家の方も、現在居
住している長崎でも、山や森林

た写真でした。あの写真を見て
衝撃を受けました。人間によっ

国有林モニターで林業の現状を
把握し、どういった取り組みが

林が身近であるからこそ、森林

しい水や登山、美しい風景など
多くの恩恵を受けています。森

います。人による管理がきちん

が難しい自然も多くあります。
その代表例が人工林であると思

が入らなければ、維持すること

のかと驚きました。
しかし、世の中には人間の手

（長崎県長崎市在住）

す。どうぞよろしくお願い致し
ます。

く得ていきたいと思っておりま

１年間という時間の中で、森
林に対する知識を出来るだけ多

かけは２つあります。

はいつも身近な存在であること
です。どちらも山に囲まれた地

てこんなにも自然が破壊される

に興味を持ち、次世代へこの自
然を受け継いでいきたいと感じ

の理解を深めたいと考えていま
す。

されているのか、林業について

形であり、山や森林からは美味

屋久島内での人工林植栽という

しょう」との挨拶がありました。 被害が依然として多いことから、
続いて、当署職員から地拵え
シカの個体数調整とネットなど

受けました。
屋久島は、シカによる農林業

挨拶を行う川畑署長

島の林業が未来に繋がるように
お互い知恵を出し合っていきま

の植栽及びシカ防護ネット架設
の研修会が開かれ、当署、県、
人 が参 加

屋久島町、島内の林業事業体、
苗木生産業者の総勢
しました。

れるようにモニターとしての役

ました。
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この研修会は、屋久島におけ
る人工林植栽が実に 年ぶりに

私が国有林モニターに応募し

私が森林に興味を持ったきっ

割を果たしていきたいと考えて
おりま す。

実施されることから、島内の林
会がなかなかないため、国有林
について学ぶいい機会であると
感じたからです。また、長崎・
九州の国有林の現状を詳しく知
ることができ、森林についての
理解をより一層深めることが出
来るため、この制
度に応募しました。
国有林モニター
になったからには、

た理由は、元々森林そのものに
興味があり、森林の中でも特別

国有林や森林に関して知識を増
やし、しっかりと意見を述べら

な国有林について学ぶ・知る機

植栽方法等の説明を受ける参加者

26

（ 事 務局 鹿
: 児島 県 屋 久島 事 務
所）主催により、ヤクスギ苗木

さん

坂井 真唯

35
14

綾の照葉樹林プロジェクト
（略称 綾
: プ ロ） 連 携 会議 主 催
「春の照葉樹林散策ロングウォー
ク」が５月 日、綾の森が最も
輝くこの時期に行われ、親子連
れなど 人が参加しました。
当日は天候にも恵まれ、晴天
の空の下、参加者は綾町・上畑
公民館に集まり、開会式が行わ
れました。

綾プロの紹介のあと、参加者は

が、２０１６年度の林業遺産
「屋久島の林業集落跡及び森林

事業所、宿舎・小中学校跡や屋
久島の林業を記録した古写真集

の国有林内にある、森林鉄道や

【屋久島森林管理署】当署管内

認定され、大切に保全されてい

地検討会を開きました。
今回の認定に関して、屋久島

崎茂光准教授や鹿児島大学の奥
山洋一郎助教の指導を受けて現

もに、国立歴史民俗博物館の柴

後の対応方針などについて署内
関係者で勉強会を開催するとと

系保全センターと合同で、遺産
認定についての情報共有や、今

受け継がれていくように努めて

今回認定された林業遺産を適切
に保全して、後世にその価値が

当署としては、今後とも関係
機関や研究者と連携しながら、

非常に喜ばしいことであると考
えています。

が林業遺産に認定されたことは、

度からスポットが当てられ、屋
久島林業史を物語る貴重なもの

の生活や経済を支えてきた林業
関係の施設跡などにも、違う角

いく考えです。

鉄道跡」として認定されました。 は縄文杉を始めとする貴重な森
この林業遺産は、日本森林学
林生態系が世界自然遺産として
会が、日本各地の林業発展の歴

ることに加え、過去から屋久島

出る中丁寧な回答を行い、和や

かな雰囲気でインタビューが進
みました。

このインタビューの模様は、

６月発行の「まふのわ」に掲載
が予定されていますので、職員

日 、農林水 産省 の発 行

する省内報「まふのわ」の取材
が行われ、当局治山課の職員が

（担当＝総務課広報）

の皆様におかれてはぜひともご
覧下さい。

５月

史を将来にわたって記憶・記録
するための試みとして、 年度
から選定事業を実施しているも
ので、各年度ごとに林業発展の
歴史を示す景観・施設・跡地な
どを中心に、体系的な技術、特
徴的な道具類、古文書などの資

インタビューを受けました。
今回の取材は、昨年の熊本地

が「震災から１年経過して、現
場の声や変化を教えて下さい」

治山課長をはじめ治山課の職員

が来局しました。
インタビューでは、山下和也

するために行われ、大臣官房広
報評価課広報室より２人の職員

に取り組む職員の様子や業務に
ついて、全国の職員にお知らせ

震から１年が経過し、震災復旧

22

「復興に向けた今後の課題は」
などの質問に対し、時折笑顔も
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開会式では、主催者を代表し
て宮崎森林管理署冨永雄二次長
が挨拶を行い、その後、スター
ト地点の「照葉大吊橋」に移動
し、九州森林管理局山﨑準計画

当署としては屋久島森林生態

３班に分かれスタートしました。 料群を林業遺産として認定して
今回のコースは、約９㌔と７
います。
㌔のコースがあり、各班それぞ
れにガイドが同行し、随所で樹

署 内 勉 強 会 の 様 子

20

課長による、綾の照葉樹林及び

ガイドの説明を聞きながらちょっと休憩

木や草花についての説明を行い、
参加者は熱心に聞き入っていま
し た。
スタートから約３時間後に、
ゴール地点の上畑公民館に全員
元気に到着、参加者からは「と
ても楽しかった」「新緑の中を
歩き、気持ちよかった」などの

（担当＝計画課）

声が聞かれ、輝く綾の森を堪能
したイベントとなりました。

イ ン タ ビ ュ ー の 模 様

13

14

照葉大吊橋からスタートする参加者

年度桜島地区民有林直轄治山事

【鹿児島森林管理署】２０１７
桜島地区民有林直轄治山事業を
進めるに当たり貴重なご意見を

対し感謝の言葉があり、今後、

道路の維持管理への要望と併せ
て、維持補修への早急な対応に

行いました。
意見交換では「流域における

ワーポイントを使用して説明を

官より、これまでの進捗状況や
今年度の事業計画について、パ

進に対し、お礼の言葉があり、
その後、古庄誠司総括治山技術

島地区民有林直轄治山事業の推

まずはじめに、鹿児島森林管
理署中西誠署長より、円滑な桜

参加の下、鹿児島市桜島支所及
び現地において開きました。

た。
今後も、このような機会を捉

する者として、達成感と責任感
を改めて感じる一日となりまし

の感想があり、治山事業を担当

住民は安心しますね」「機会が
あったらまたきたいです」など

大きさに一様に驚かれており、
「このような施設を見ると下流

上流では円形セルダムの規模の

谷川、松浦川第２支流と現地を
視察しましたが、特に、引の平

いただきました。
会議終了後、引の平上流、長

安全会議を開いたもので、事業
体など 社から 人が参加しま
した。

10

23

林野庁では、平成29年5月20日から6月30日までの期間、
「山地災害に備える」を合い言葉に、「山地災害防止キャン
ペーン」を実施しています。
九州森林管理局においては、この期間中、地域住民の防災
意識の高揚に資することを目的として、関係機関や地域住民
の皆様などのご理解・ご協力を得ながら、山地災害危険地区
の周知やパトロールなどを実施しています。（担当：治山課）

版を作成してほしい」「治山対
策はあと何年やるのか」また、

業の地元説明会を、地元自治公
民館長並びに関係機関総勢 人

現地視察で事業説明する職員

国土交通省との棲み分け」「一
般市民への周知方法としてＡ４

え、積極的に治山事業をＰＲし
ていくこととしています。

【熊本森林管理署】４月 日、
菊池市社会福祉協議会本所会議

的な事業発注を進めるに当たり、

当署においては、年度当初よ
り災害が連続し、これから本格

事業体などを対象に、安全会議
を開きましました。

室において、請負事業実行中の

26

触れ「これ以上、熊本森林管理
署から災害を出さないよう、よ

冒頭、熊本森林管理署森勇二
署長から、今年度の災害概要に

最後に、安全を祈念し、安全

向けた自社の取り組みへの参考
となる安全会議となりました。

全対策について発表・意見交換
を行い、今後の労働災害防止に

唱和「ゼロ災でいこう。ヨシ！」
で締めくくり、決意を新たに閉

り一層安全対策を徹底していた

だきたい」との挨拶があり、続
いて九州森林管理局資源活用課

会しました。

（担当＝総務課）

大分署治山技術官
平山有希子【林野庁】

☆６月１日付発令

西栄二課長から「作業手順を遵
守し、ヒューマンエラーによる

会議では、労働災害の現況及

災害をなくすことが重要である」
旨の挨拶がありました。

び未然防止に向けた対策などに
ついて説明した後、各社の代表

者から、現在取り組んでいる安
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30

１０社が参加した安全会議

切っても切れない縁があるので
引き続き協力をお願いする」と

になるように再生したい。森林
管理署とは昔から一体であり、

業の島であり、林業が基幹産業

発な意見交換を行いました。
荒木町長からは「屋久島は林

今後の育林に向けた取組、ヤク
シカ被害対策などについて、活

用されているコルクは、地中海
沿岸に生育するコルクカシから

えがちですが、ワインの栓に使

に連携しながら、地域貢献する
ための国有林の管理経営と、地

なりましたが、当署としては引
き続き管内の他の市町とも密接

について協定を締結することと

情報共有、災害発生時の支え合
い、森づくりのための協力など

今回の対談を受けて、屋久島
町との間で異常箇所などの確認・

後の屋久島林業の展望」と題し
ねなく相談してほしい」と話さ
て、人工林材の需要拡大の取組、 れ、有意義な対談となりました。

す。

は総苞から半分抜き出でていま

域の林政課題に積極的に取り組
んでいく考えです。

アベマキの名前の由来は何だ

採取したものです。戦中、戦後
のしばらくの間は、アベマキの

の要請に対して、池田局長から
「今後とも地元のご意見などを

当署会議室において「地域林政

と思いますか。コルク質が発達
して幹の表面が人の顔のアバタ

コルク質部分を砕いてのりで固

市真二郎所長ほか各機関の担当
者が出席しました。

対談 屋久島」を開きました。
この対談は、九州森林管理局

に似ているとして、自生の多い
岡山県の方言アバタ＝アベが使

めて使用したことはありますが
現在は使われていません。

聞きながら、町、県などと密接
に連携しながら対応するので、

長・各森林管理署長が市町村の
首長と地域で直面している具体

われたそうです。

堅果は２年目
に熟しほぼ球形

屋久島署・保全センターに気兼

的な林政課題などについて情報
交換し、対談後に署と市町村の

葉や幹を見るとクヌギと非常
によく似ています。しかしなが

で多数の線形の

て話題提供があり、その後「今

間で情報共有などに向けて協定

ら葉裏の観察をすると、アベマ
キは小星状毛が密生して灰白色

まず、それぞれの機関から本
日、 年度の重点取組事項などについ

を締結することを目的に、九州
局管内の全署で開いているもの

となっており、クヌギは無毛で

長鱗片がありま
す。上側は外側

治町長、鹿児島県屋久島事務所
から赤間広嗣所長、井口寿郎農
林普及課長が出席され、局・署
より池田直弥局長、勝沼太志企
画調整課長、川畑充郎署長、古

暑 くな って き まし た、 連 日 の
夏日 ・真 夏日 で 、熱 中症 に よ り

病院 へ救 急搬 送 され る方 も 出 て

きた よう です ▼ 全国 各地 で 真 夏
日を観 測し た、 ５月 、 日 の

らい 」と いう 言 葉が 胸に 刺 さ り
ました。
（て）

割れ によ り避 難 され た方 の 「 い
つ終 わる のか 分 から ない の が つ

に時 間を 要す る 場合 が多 く 、 地

との こと です ▼ 地震 や地 滑 り な
どの 自然 災害 は 、そ の後 の 対 策

こった可能性を指摘されていて、
今後 梅雨 の大 雨 への 警戒 が 必 要

れ」 も、 大雨 で 地下 水の 水 位 が
上が り、 地下 で 「地 滑り 」 が 起

ば、 大分 県豊 後 大野 市の 「 地 割

への 影響 が気 に なる とこ ろ で す
▼大 雨の 影響 が 気に なる と い え

たと ころ です が 、今 年も 大 雨 が
続く とな ると 、 復旧 ・復 興 事 業

大するなど、雨の影響も大きかっ

を呼 びか けて い ます ▼昨 年 は 、
地震 の後 の豪 雨 によ り被 害 が 拡

降水 量も 平年 並 みか 多く な る と
のこ とで 、熱 中 症や 大雨 に 注 意

で、 気象 庁の ６ ～８ 月の ３ カ 月
予報 でも 気温 は 平年 より 高 く 、

▼今 年の 夏も ま た暑 くな り そ う

２日 間だ けで ７ ００ 人以 上 の 方
が熱 中症 で搬 送 され たそ う で す

21

【屋久島森林管理署】５月

です。
当日は、屋久島町から荒木耕

緑色となっているので判別する
ことができます。

に反り返り、堅
果（ドングリ）

対談にあたり挨拶する池田局長

24
コルク質が発達することから
ワインなどの栓に利用すると考
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in

活発な意見交換が行われる

