当局では、「国有林野の管理経営に関する
法律」などに基づき、地域管理経営計画と国
有林野施業実施計画の樹立及び変更に係る有
識者懇談会を、３月２日に開きました。

挨拶を行う原田局長

２０１７年度は、佐賀西部森

の

林計 画 区 佐
( 賀 署） を は じめ と
する、７つの森林計画区におい
て計画の樹立が、また、遠賀川
森林計画区をはじめとする
森林計画区で、計画の変更が予
定されていることから、各有識
者委員より意見をいただきまし
た。

その後、九州大学大学院の吉

懇談会では、冒頭、当局原田
対し忌憚のないご意見を賜りた
隆行局長より、本懇談会の目的、 いとの挨拶がありました。
林野行政の動向、今後取り組む

田茂二郎教授を座長に、「地域
管理経営計画の策定等について」

及び「九州国有林から林業の新
しい風を」の２つの議題につい

て、予定時間を延長し多くの意

見をいただきました。
１つ目の議題では、「伐採総

量の増加と収支との関係」「長
期育成循環施業の目的」「植栽

本数の変更理由」「新たな施業
方法の科学的検証の必要性」な
どについて論議。

２ つ 目の 議 題で は 、 高
｢ 性能
林業機械の稼働率の向上」「早

生樹の導入」「広葉樹の用途拡
大」「造林事業体の労働力不足」

「国民へのアピール」などにつ

いて、それぞれ活発な論議が行
われました。

最後に、当局林視計画保全部
長より「今後、委員の皆様から

いただいた貴重なご意見を踏ま

え、取り組みを更に強化する」

（担当＝計画課）

と決意の挨拶があり、有識者懇
談会を終了しました。
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座長の吉田教授

有識者懇談会において意見を述べる各委員
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べき課題などについての紹介と
ともに、計画の樹立・変更案に

森林計画区の樹立・変更に対する意見を聴取した有識者懇談会

本コンクールは、国有林野事
業で実施した間伐、主伐・再造

林推進コンクールの表彰式を九
州森林管理局で行いました。

施した事例が、九州森林管理局

（大分県日田市）及び大成木材
株式会社（大分県大分市）が実

賞を、株式会社西部林業（佐賀
県嬉野市）、株式会社ＭＣ河津

（佐賀県佐賀市）が実施した事
例が、林野庁長官表彰の最優秀

今年度は、東部林業株式会社

ました。

産性の向上や再造林コストの縮
減などについて、意見を交わし

表彰式終了後には、受賞者を
交えた意見交換会を実施し、生

れによるコストの縮減が、それ
ぞれ高く評価されたものです。

おける作業効率の向上」及びそ

ヤーダの利用による集材作業効
率の向上」「各工程時の工夫に

による安全性及び生産性の向上」
「既設作業道を活用したタワー

ように、さらなる取組を行うこ
ととしています。

の無事故・無違反が継続できる

す。
この表彰を機に、今後も当署

員間で共有するなど、安全運転
への意識の啓発にも努めていま

たヒヤリ事例や、宮崎北地区交
通安全協会提供の交通情勢を職

また、職員が運転中に体験し

など、安全運転への取り組みを
進めてきたところです。

る。⑤飲酒運転及び酒気帯び運
転は絶対にしない。）を掲げる

年 度 国有 林 間 伐 ・ 再 造

林及び立木販売において、法令
の遵守、安全の確保及び担い手

九州森林管理局では、ホーム
ページに受賞事例の概要を公表

このセミナーは、国家公務員
に関心のある学生などが、沖縄

平成

の育成に積極的に取り組むとと
長表彰の優秀賞を受賞されまし
た。

し、民有林を含めた九州一円へ
の普及・推進を図っていくこと

県内に所在する国の機関を直接

の関心を高めるとともに、国家
公務員採用試験を受験する意欲

要性や国民生活との関わりを直
に感じ取ることにより、公務へ

訪問し、職場見学や現役職員と
の意見交換を通して、公務の重

施しました。

もに、高い生産性を達成した優
れた事例を表彰するものです。
ま た、林野庁長 官表彰
を受賞した、東部林業株

としています。
（担当＝資源活用課）

【宮崎森林管理署】３月１日、
当署は、宮崎北警察署並びに宮

「集材作業効率を考慮し
た作業システムの計画・

（①安全速度を必ず守り、特に

した。
当署では、安全運転５原則

り、「交通安全優良事業所」に
選定され、表彰状を授与されま

当署において、国家公務員の職
務に関心のある学生などを対象

【沖縄森林管理署】３月６日、

ければ幸いです。

てもらい、一人でも多くの方が
林野庁の採用試験を受験して頂

この取組を契機として、参加
者に林野庁で働くイメージを持っ

を喚起することを目的として、

実行と苗木運搬の工夫に
よる生産・造林コストの

林道では路面状況に応じた安全
運転を行う。②カーブの手前で

とした、オープンセミナーを実

各機関で行われたものです。
当日は、琉球大学の学生など

縮減」が高く評価された

はスピードを落とす。③交差点
では必ず安全を確かめる。④一

ついて説明を受けました。

８人がセミナーへ参加、当署職
員から林野庁の職務内容などに
ものです。
また、局長表彰を受賞

時停止で横断歩行者の安全を守
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職務内容の説明を行う永田次長

された３社については、
「リモコンウインチ付き

授 与 さ れ た 表 彰 状

フェラーバンチャの活用

いた東部林業株式会社は、 崎北安全運転管理者等協議会よ

今年度の受賞ポイント
としては、長官表彰に輝

林官）についても表彰さ
れました。

た、佐賀森林管理署（監
督職員 津川敏之首席森

式会社の指導・監督を行っ

コンクール受賞者の皆さんと

29

３ 月９日 、本年 度４回 目の「 国有 林材 供給 調整 検 討委 員会 」を

輸入材の価格上昇によるところ
が大きく、一過性のものにせず
定着させなければならない。
○宮崎県の製材業者の原木集荷
は直送が多く、市場に原木が増
えてこない▼２月に入り原木価
格は直材を中心に下がり始めた
▼３月は新規需要がほとんどな
いため、市場買いを中心とする
中小の製材業者の購入量が減り、
原木価格が下がることで、製品
される。
○合板不足が続いており、工場

おいて、屋久島地域森林整備推
進協定の平成 年度第２回運営

鹿児島県屋久島事務所会議室に

価格にも影響が出ることが懸念

は 時間フル操業している▼住
宅メーカーからは、年内は受注

○原木価格は年が明けても高値
が続いており、山から材もある

ついて、安定供給が可能なもの
とすることが必要。

取り合いが見受けられる。
○２月末のチップ用原木の在庫

ち着いたが、各地で大型工場が
増設される影響もあり、Ｂ材の

り、当分この状態が続くのでは
▼原木の入荷状況はようやく落

があるという話しも聞こえてお

木材産業関係者を含む
加しました。

熊毛支庁林務水産課及び屋久島
事務所農林普及課、島内の林業・

県森林整備公社、屋久島森林組
合及びオブザーバーとして、県

会議を開き、当署、屋久島町、

る普及にあたっては、供給体制
をしっかりしたものとすること

の高騰により、国産２ ×
４材へ
の需要が高まっている▼さらな

材が多く、原木集荷に苦戦して
いる▼今後は持山からの集荷も

山からの出材量が減ったほか、
輸出やバイオマス向けに流れる

は低水準にある▼寒波の影響で

者から２０１７年度の実績報告
及び、 年度の事業計画に向け

術指導官の司会進行により、川
畑充郎署長の挨拶の後、各協定

会議は、当署植薄和彦森林技

（担当＝地域木材情報分析官）

図りながら取り組んでいきたい。 増やす必要がある。

が必要▼地域を中心としたサプ
ライチェーンを築き、合理化を

人が参

程度出ている▼北米のＳＰＦ材

29

開き 、各委 員がそ れぞれ の専門 分野 から の意 見を 述 べあ い、 「現
時点での供給調整は要しない」との検討結果となりました。

各委員からの主な意見は次の
とおりです。
○最近は誤伐・盗伐問題がクロー
ズアップされている▼防止のた
めには山主と境界を確認して確
実に同意をもらうことが必要▼

23

活発な意見交換が行われた運営会議

の種子採種や苗畑造成の状況な
どについて報告があり、質疑で

は屋久島林業のさらなる発展に
向けた課題などについて、活発

な意見交換が行われました。

また、運営会議に先立ち、第
２回屋久島地杉苗木生産協議会

も開かれ、屋久島地杉加工セン
ターが、５者目として新たに新

規加入することが承認されると
ともに、情報提供として、屋久

島森林生態系保全センターの奥

村克生態系管理指導官より、コ
ンテナ苗の育苗試験の経過報告

などがありました。
運営会議後には、本年度第３

回屋久島林業推進検討会（県主

催）も開かれ、本年度新たに指
導林業士になった橋口猛氏へ認

定証を伝達するとともに、県担
当者から新たな森林管理システ

ム、 年度の間伐実績について
説明がありました。

また、４月に開催される「ふ

るさと産業まつり」に、初めて
検討会会員が協力して参加する

ことが決定し、それに併せて
「チーム屋久島」のオリジナル

た。

て、民国連携した各種取組を実
施していくことが確認されまし

することが決定されました。
来年度も、屋久島は一つとなっ

た取組方針の報告がありました。 Ｔシャツを作成・着用して参加

続いて、植薄指導官から 年
度の屋久島における主伐・再造

林の取組について、本年度に民
国連携して実施した植栽や苗木

日、 生産の研修会の状況、ヤクスギ
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【屋久島森林管理署】３月

17

素材生産業は人材不足ではある

○建設現場は年度末で公共工事
を中心に、工期を伸ばせない現
場が多く、大工の取り合いとなっ
ている▼国産製材品への代替需

18

17

専門分野からの
意見を述べる各委員

要が聞かれるようになったが、

16

が、労働安全の規制強化など、
人を雇用してもクリアしなけれ
ばならないことが多い▼木材は
今後ますます供給を増やす必要
があるが、原木の規格や価格に

供給調整について検討を行った委員会の模様

綾森林生態系保護地域の拡充

被害対策として、①シカの被害
レベルに応じた対策を検討し、

物群集保護林への格上げを検討
すること」などの意見や、シカ

有り、保護する範囲が異なるの

保護林には、林木遺伝資源保存
林由来と植物群落保護林由来が

平成 年度モニタリング調査
結果については、「希少個体群

続審議となりました。

ションの森協議会などの意見も
踏まえて判断することとし、継

リェーションの森の一部を含め
ることについて、地元レクリェー

した。

意見を踏まえた、管理方針書の
変更案を提案することとされま

どの意見をいただき、来年度の
第１回委員会において、今回の

日 、 今年 度 最 後 と な る
案 については、前回委員会の
(
)
審議内容を踏まえた拡充 案
( を
)
提案し、審議の結果了承されま
した。

優先順位をつけて保護策等の対

今後は、いただいた意見など
を加味しつつ、モニタリング調

子供達１人ひとりに、オリジナ
リティー豊かな作品を作っても

２月

グ調査項目 案( に
)ついては、委
員から「シカ被害について、環

策を行うこと、②県などと連携
を図り、シカの移動経路や行動

査やシカ対策及び保護林設定な
どに取り組んでいくこととして

らうため、事前に側板を渡し、

冒頭、当局原田隆行局長が
「懸案であった、やんばる森林
生態系保護地域については、平
成 年 月 日 付け で 設 定 す る

（担当＝計画課）

【西都児湯森林管理署】２月
日、ケーススタディー地区の木

城町立木城小学校において、

「木と子供の木工教室」を開き
ました。

当日は、小学５年生 人を対
象に、当署及び木城町役場、宮

崎県児湯農林振興局、児湯広域

森林組合で構成される「木城町
森林づくり活性化推進チーム」

木製本立作りでは、参加した

による、木工品（木製本立・木
製イス）の作成を行いました。

22

して期待されています。

のふれあいを深め、将来を担う
子供達の、人材育成への取組と

推進チームの活動は、小学校の
授業の一環として、「森林」と

この木城町森林づくり活性化

がら木製イスを完成させること
ができました。

達で組み立てる順番を考え、意
見を出し合い、作業を楽しみな

業に取りかかり、子供達は自分

ることができました。
次に、木製イスの組み立て作

ありましたが、みんな一生懸命
に取り組んで、本立を完成させ

好きな絵を描いてもらいました。
釘打ちなどの慣れない作業も

森林とのふれあいを深めた木工教室

29

で、保護対象を明確にすること。 猪八重地区における保護林の
また、周辺保護林と統合し、生
設定については、隣接するレク

ことが出来た。今回は、前回委
境省や県など関係機関とも連携
を図り、広い視点で対策を講じ

圏を把握した上で生息域の縮小
を目標にしつつ、国有林内の特

います。

５回目の九州森林管理局保護林
管理委員会を開きました。

員会で保留された案件や、モニ
タリングの今後の進め方につい
ること」「シカ被害対策につい
ては、保護林内においても確実

定地点で囲み捕獲など集団的に

年度保護林モニタリン

てご意見をいただき、来年度に
向け我々もしっかりと取り組ん
に実施・検証を行うこと」「保

捕獲する手法も検討することな

講じること」「希少個体
群保護林は、個体として

平成

でいきたい」と挨拶。

護林ごとに調査目的や結果を踏
まえた検証を 行い対策 を

その後、事務局から「綾森林
生態系保護地域の拡充 案
( 」
)
年 度 保護 林 モ ニ タ リ ン

保護するか、森林全体と
して保護するかなど取扱

「平成
グ調査項目 案
( 」
) 「平 成 年度
保護林モニタリング調査結果」
「猪八重地区における保護林の

挨拶する原田局長

い方針を明確にすること」

29
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26

設定」について説明が行なわれ
ました。

「評価期間を過去 年間
にするなど、長期的な状

主体とした名称に変更す
ること」などの意見をい

称は、重要な保護樹種を

況変化が見えるよう検討
すること」「保護林の名

10

ただき、それらを十分に
踏まえて調査することを

保護林設定等について意見委員会の模様

26
12

30

30

前提に了承されました。

49

29

鹿児島県木材銘木市場において

【屋久島森林管理署】３月５日、
ら、少しでも細く長く生産・販
売が出来るように取り組むとと

重で限りある資源であることか

約 万円で取引されました。
当署では、屋久杉土埋木が貴

永正治署長の祝辞などの開会式
に続き、協議会会員による植え

山脇清協議会会長のあいさつ、
福津市の原﨑智仁市長、当署安

当日は、早春の日差しの下、

に生長し、着々と元の松林へと
再生の歩みを進めています。

ら育っていくことを期待してい

が、これからも地域の方々によ
り、末永く見守り続けられなが

した。
当署としては、津屋崎の松林

松原の思い出やこれからの成長
への思いなどを語り合っていま

つようにとの願いを込めながら、
丁寧に植樹を行い、１時間ほど

銘木市が開かれ、当署からも本
年度２回目の委託販売として、
もに、引き続き屋久杉人工林の
需要拡大についても、関係機関

付けの説明が行われた後、参加
者の皆さんは、用意された苗木

３６０万円の値がつくとともに、 の頃に植えられたクロマツは、
平均入札単価は、立方㍍当たり
すでに見上げるほどの高さまで

立方 ㍍ を出 品

とスコップなどを手に、植樹場

で作業を終え、その後、地域の
婦人会から提供された、温かい

屋久杉土埋木約
しました。
と連携しながら取り組み、収入
確保に努めていく考えです。

所において植付作業を行いまし
た。

ます。

「ぜんざい」をいただきながら、

当日は、鹿児島県内外から各
種銘木が出品され、全国から多
くの買方者が参加する中、銘木
市場の柴立鉄彦代表理事の開会
挨拶、当局の松葉瀬裕之森林整

29

参加者は、それぞれ家族や友
人ごとに、一本一本健やかに育

皆さんで大切にしましょう」と
挨拶がありました。

【福岡森林管理署】３月３日、
福岡県福津市の今川国有林内松

続いて、マツクイムシ被害木
の破砕実演が行われ、参加者は

備部長の来賓挨拶の後、銘木市
のメインとして椪積みされた、

共催により「平成 年度森づく
り祭」を行いました。

破砕機から出てくる木片を、興

【宮崎森林管理署】３月４日、

この取組は、市民に身近な海
岸林に親しみをもっていただく

味深く見学していました。
その後、ヘルメットとノコギ

林において、「津屋崎地域郷づ

ことを目的として、民国協働で

リを受け取り、一斉にクロマツ
の枝打ち作業を行い、約一時間

屋久杉土埋木の競りが始まり、

毎年実施しているものです。
当日は、天候にも恵まれ、緑

の作業でしたが、参加者は慣れ

宮崎市の一ツ葉海岸林において、
当署と宮崎市みどり推進会議の
も重要な役割を果たしています、

の少年団や市民ボランティア、
報道関係の記者など約１３０人

ない作業に悪戦苦闘しながらも、
無事に作業を終えました。

くり推進協議会」などの主催に
より植樹祭が行われ、津屋崎地

が作業に参加しました。

枝打ちした海岸林は見違える
ようになり、今後の生育が期待

競り子の威勢の良い掛け声とと
もに、次々と競り落とされてい

開催に当たり、当署飯干好徳
署長及び宮崎市の木下忠男副市

されるところです。

区の家族連れや津屋崎中学校剣
道部員など約１５０人が参加し、

長から「一ツ葉海岸林は、海か
らの飛砂や潮などの被害から私

きました。
その結果、最高値は本年度の

ら松くい虫による松枯れが目立

年頃から地

つようになり、津屋崎地区の海
岸松林でも多くのマツが失われ
てしまいました。
こ のよ う な中 、

議会が主体となり、毎年クロマ
ツの植樹を行うとともに、松林
の清掃活動や藪刈りなどの手入
れを行い、海岸松林の再生と環
境美化に取り組んでおり、最初

たちのくらしを守るなど、とて

クロマツ苗の植樹を行いました。
福津市では、２００７年頃か

枝打ちを行う児童（左）と破砕実演を見学する参加（右）

最高単価となる、立方㍍当たり

全国の買方者が参加した銘木市

66

元の津屋崎地域郷づくり推進協

08
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50

健やかに育てと願いを込めて植樹する参加者

保に向けた森林情報の共有及び
長期的森林の育成に関する協定

伊佐市長と当署長との間で、県
内５例目となる「地域の安全確

伊佐市役所大口庁舎において、

【北薩森林管理署】３月９日、

調印式を終了しました。

ノキなど優良な森林資源を有効
活用していきたい」と挨拶し、

を占めており、民国が連携して
行くことが重要。さらに伊佐ヒ

また、前田署長は「伊佐市の
国有林は、当署管内面積の４割

した。

どにおいても、スムーズな情報
共有ができる」と挨拶がありま

共有し、迅速な復旧を図ること
は重要。また、鳥獣被害対策な

書」の調印式を行い、伊佐市及
び鹿児島県姶良・伊佐地域振興

【屋久島森林管理署・屋久島森

人が出席しました。
調印式では、当署松永善人森

林技術指導官が、協定締結まで
の経過などを説明、続いて、隈
日と３月１日、当署及び保全セ
ンターでは、屋久島ヤクタネゴ

林生態系保全センター】２月

長が、協定書に署名・捺印を行
いました。

ヨウ調査隊（手塚賢至代表）と
の官民協働で、ヤクタネゴヨウ

元新伊佐市長と当署前田三文署

協定締結に当たり、隈元市長
から「国や市が、森林管理とと

（※）自生地の近く（波砂岳国
有林内）で発生している、クロ

に運びました。
翌１日には、当署・保全セン
ター職員６人調査隊６人の計
人で、林道から約２００ｍ離れ
た被害木を伐倒した後、背負子
で背負える大きさに玉切りし、
急な斜面を苦労しながら何往復
も背負って運び出し、前日同様
に窯元に運びました。
官民協働の駆除作業は数年ぶ
りの実施となりましたが、協力
隊からは「今回の取組は官民協
働の新たな第一歩となった」
「被害木が窯元で活用され無駄

のない循環になった」などの意
見が聞かれ、当署・保全センター

「竹林整備と竹製品について」
「木や森の話」「木工品作成

割や、生活の中にある木材、身
近な製品をみんなで考えるとと

参加した子供達は、森林の役

もに、竹を使用した腰掛けやイ
スなどの製品を肌で感じていま

（木製本立・木製イス）」を行
いました。

なりました。
また、今回の駆除作業の状況

した。
また、自分だけの木製本立・

と調査隊とは、今後更に連携を
強化しながら、ヤクタネゴヨウ

は、新聞に掲載されるなど、当
署・保全センターの取組を広く

木製イス作りでは、釘が曲がっ

の保全管理に努めていくことに

（※） ヤ クタ ネゴ ヨ ウは 、 屋久 島

ＰＲ出来る良い機会になりまし
た。

てしまったり、組み立てなどの
慣れない作業の中、上級生が率

としています。

りを感じ体験できる、この貴重
な取組を今後も続けていくこと

当署では、次世代を担う子供
達が、森林の大切さと木の温も

る森林教室になりました。

先して下級生のサポートをする
姿も見られ、終始笑顔のあふれ

と種子 島 にの み自 生 する 日 本固 有

の種で 、 環境 省Ｒ Ｄ の絶 滅 危惧 種

ⅠＢ類 に ラン クさ れ てい る 希少 種

年 間に もわ

であり 、 屋久 島ヤ ク タネ ゴ ヨウ 調
査隊を中心 とした 約

たる調 査 によ り、 現 在、 屋 久島 に

約２５ ０ ０本 、種 子 島に 約 ３０ ０
本が確認されています。

【西都児湯森林管理署】当署で

は、西都市の３つの小学校を対
象として、三年に一回の周期で

日に「木と子供のふれあ

森林教室を行っており、今年度
は、西都市銀上学園において、
２月

い教室」を行いました。
当日は、気温が低く寒い中、

小学１年生から中学３年生まで
の生徒 人を対象に、西都市役
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作業に参加した皆さん

12
背負子で運ぶ参加者

局、報道関係者、当署職員など

調印を終え伊佐市長（左）と

もに災害などの発生時に情報を

日で全て

18

所、地元関係者の協力のもと

真剣に作業する子供たち

マツの松くい虫被害木駆除作業
を行いました。
駆除作業は、当初

トラック４台分を焼き物の窯元

人により、伐倒・玉切りを行い、
駆除した材は燃料用として、軽

害木について、当署・保全セン
ター職員 人調査隊 人の計

考慮し作業しやすい林道脇の被

終了する予定でしたが、当日は
あいにくの天候不順で、安全を

28

10

23

20

15

28
25

11

☆３月
うきは市

日付異動（退職）

江上麻里子【企画調整課】
鹿児島県森林経営課
坂本徹也【西都児湯署】
国研 九
(
)州育種場
後藤誠也【大分署】
国
(研 九
)州整備局
後藤直哉【長崎署】

業務管理官

大隅森林管理署長
井上智晴【林野庁研究指導課
課長補佐】

総務企画部専門官（契約適正化

当）
甲斐博文【技術普及課長】

森林整備部企画官（技術開発担

冨永雄二【宮崎署次長】
計画保全部専門官（災害調整担

計画保全部治山技術専門官

総務企画部専門官（債権管理担
当）

当）
林 友和【森林整備部企画官】

企画官】

担当）
西林寺隆【林野庁国有林野部

山部義臣【森林整備課長】
経理課長

髙村俊郎【総務課企画官】
計画保全部企画官（災害対策担

総務課長

木材製品技術室長】
北海道局総務企画部長

山本文雄【総務企画部専門官】
治山課長

井口真輝【林野庁木材産業課

林 視【計画保全部長】
計画保全部長

中西 誠【鹿児島署長】
東北局盛岡森林管理署長

森林整備部企画官（自然再生担
当）

ター活動、業界や大学等と連携
した先進的な取組など、「さす

での対応、ケーススタディーや
各県との意見交換会、フォレス

思い起こせば、九州北部豪雨

特に安全については、関係者
一人ひとりが「やってれば良かっ

の基本に立ち戻ってみることも
大切だと思います。

きチャレンジして下さい。その
際、先ずは足下を確認し、仕事

指す姿を職員が共有して引き続

す。先進的な取組がゆえの課題
等も多々ありますが、目的や目

祈念し、転任の挨拶とします。

たいと思っています。
皆様方のご健勝とご多幸とを

る、笑顔で）をモットーにチャ
レンジ精神を忘れないで頑張り

Ａ ＢＣ＋ Ｄ
Ｅ（当 たり 前 の
×
ことを、馬鹿にしないで、ちゃ
んとやる、そしてできるまでや

下さい。頼りにしています。
私も、皆様方に負けないよう、

孝次【福岡署総括治山技
術官】

務管理官】

森林整備課課長補佐
後藤寿也【西都児湯署総括事

簗川伸一【宮崎署総括森林整
備管】

北薩森林管理署次長

宮崎南部森林管理署次長
野邊忠司【兵庫県神河町参事】

宮崎森林管理署次長
久保幸治【西都児湯署次長】

佐】

西都児湯森林管理署次長
白濱正明【森林整備課課長補

宮崎北部森林管理署次長
岩下哲博【総務課研修主任官】

髙木周一【熊本署総括地域林
政調整官】

熊本南部森林管理署次長

井

治山課災害対策専門官（鳥栖治
山事業所）

下田勝也【熊本南部署次長】

光一【林野庁管理課企画
官】

当）
乾

総務課企画官（安全衛生担当）
宮崎健次【北薩署次長】

鎌田敏雄【森林整備部企画官】

赤星良治【治山技術専門官】
森林整備課長
技術普及課長
桑原英隆【宮崎北部署次長】

森林整備部企画官（供給戦略担
当）

﨑野健輔【林野庁経営企画課

安永正治【福岡署長】
福岡森林管理署長
国有林野生態系保
全室長】

林野庁林政課管理官（契約適正
化推進担当）

国
(研 森
)林総合研究所九州支所
浜田雅代【総務課】
大分森林管理署長
坂本和隆【中部局飛騨署長】

中村公治【宮崎南部署次長】

☆４月１日付異動
林野庁国有林野部業務課企画官

春日 智【計画保全部企画官】

が九州局」の一部を体験させて
頂きました。

た」を「やってて良かった」と

九州森林管理局は森林、林業、 いく気概をもって、更なる高み
木材産業のフロントランナーで を目指して、業務に取り組んで

また、出張の際に「若手職員

１年間ありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いし
ます。

なるよう徹底することが大切で
す。
動でさみしい気持ちで一杯です。

九州から日本の林業を変えて

との意見交換」もさせて頂き、
楽しみはこれからという時の異

州局勤務のスタートでした。

山口輝文【大隅署長】

鹿児島森林管理署長

護【業務管理官】

（国有林材安定供給担当）
田口

任した、その日の夕方、まだ荷
物をほどいていないなか監物台

期待に胸膨らませて熊本に着

前 業務管理官

の桜の下で顔合わせ。これが九

護
田口
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31

計画課森林施業調整官
下崎哲也【総務課】

ム管理担当）
村上國男【長崎署】

企画調整課企画官（情報システ

総務課広報主任官
廣石 功【保全課】

総務課研修主任官
本田博邦【環境省】

濵口絵里奈【経理課付】
総務課安全衛生係長

釜 稔【都城支署】
総務課業務推進官

術普及専門官

鑓水隆憲【沖縄署】
森林技術・支援センター森林技

西表森林生態系保全センター生
態系管理指導官（計画課駐在）

中川秀樹【北薩署】
治山課治山技術官

前川康弘【熊本署】
保全課保護係長

保全課森林利用係長

計画課企画係長
山口隆志【計画課】

計画課経営計画官
岩下治喜【総務課】

東 誠也【沖縄署】
宮崎署地域林政調整官

藤原昭博【近畿中国局】
長崎署地域林政調整官

熊本署総括地域林政調整官

屋久島署森林技術指導官
一口竜也【治山課】

北薩署森林技術指導官
吉田弘幸【宮崎北部署】

祐野誠治【長崎署】
佐賀署主任森林整備官

堂園浩睦【都城支署】
佐賀署主任森林整備官

萩岡茂治【熊本署】
北薩署主任事務管理官

宮崎署都城支署主任事務管理官

熊本署主任事務管理官
清田 誠【計画課】

屋久島署総括治山技術官
浅尾純治【屋久島署】

治山課治山技術官
村田修也【治山課付】

大分西部署総括事務管理官
有吉正司【宮崎北部署】

長崎署総括事務管理官
中村雄二【計画課】

熊本南部署主任森林整備官

熊本署主任森林整備官
上田益大【技術普及課】

長崎署主任森林整備官
山口辰郎【佐賀署】

石田義幸【佐賀署】

内村圭一【技術普及課】
沖縄署地域林政調整官

企画調整課林政推進係長
佐藤 剛【企画調整課】

計画保全部（鳥栖治山事業所）
髙倉大斗【治山課】

宮崎北部署総括事務管理官

緒方省一郞【宮崎署】
熊本南部署主任森林整備官

山上哲幸【大分署】

西山太英【熊本南部署】
治山課治山技術官

甲斐和幸【保全課】
治山課設計指導官
経理課支出係長
煤本憲三【経理課】

森林整備課企画係長

本田勝美【沖縄総合事務局】
西都児湯署総括事務管理官

小谷 豊【計画課】
大分署主任森林整備官

橋口逸成【治山課】

佐藤譲治【九州育種場】
企画調整課企画調整係長

井 勝吉【林野庁】
治山課治山技術官（鳥栖治山事
経理課主計係長

羽野誠一郎【森林整備課】
森林整備課分収林係長

余瀬秀一【経理課】
沖縄署総括事務管理官

井上欣勇【林野庁】

計画課計画調整官
山岡文麿【環境省】

業所）
秋吉勇二【長崎署】
経理課経理第一係長

藤原敬士【福岡署】
森林整備課路網計画係長

計画保全部生態系管理指導官

加来尚貴【近中局】
技術普及課企画官（民有林連携

田中 幸【技術普及課】
経理課経理第二係長

井上和也【佐賀署】
大分西部署主任森林整備官

正【宮崎署】

古澤竜喜【大分西部署】
大分署総括森林整備官

担当）
井上

野田誠治【北薩署】
資源活用課供給計画係長

屋久島森林生態系保全センター
専門官（森林整備課駐在）

川部美奈子【森林総合研究所
九州支所】

荒木逸郎【西都児湯署】

大分署森林技術指導官
植薄和彦【屋久島署】

古澤寿光【経理課】
熊本署森林技術指導官

ンター】
技術普及課企画係長

兒玉祐二【屋久島署】

下池和彦【鹿児島署】
西都児湯署総括治山技術官

福山親幸【都城支署】
福岡署総括治山技術官

大隅署総括森林整備官

鹿児島署総括森林整備官
平生陽介【大隅署】

宮崎署総括森林整備官
森 正文【大隅署】

福岡直樹【五木村】

黒田伸博【屋久島署】
北薩署主任森林整備官

平田謙吉【屋久島署】
西都児湯署主任森林整備官

宮崎署都城支署主任森林整備官

宮崎署都城支署主任森林整備官
阿部一元【森林整備課】

宮崎署主任森林整備官
藤田康孝【西都児湯署】

松永善人【北薩署】

宮崎署森林技術指導官
下村治雄【鹿児島署】

池水寛治【森林技術・支援セ

髙倉邦彦【大分西部署】

本村明広【北薩署】
木下昴大（大分署）
長尾楓花（大分西部署）
奥田絢子（都城支署）

片野翔太（鹿児島署）
赤星光希（北薩署）

山本佑主（宮崎北部署）
豊泉拓磨（西都児湯署）

石原春菜（大隅署）

二子石文子（総務課）
永井純一（森林技術・支援セ
林

ンタ ー ）
結実（福岡署）

溝口英聖（佐賀署）

山口

聖（屋久島署）

髙橋陽介（長崎署）
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吉村浩一【福岡署】
鹿児島署主任治山技術官

後藤一哉【大分署】
屋久島署主任森林整備官

屋久島署主任森林整備官

大隅署主任森林整備官
嶋崎国浩【都城支署】

大隅署主任森林整備官
那須芳広【都城支署】

真野康彦【長崎署】

宮島貴文【長崎署】
長崎署森林整備官

藤井武史【福岡署】
佐賀署森林整備官

稲員友樹【鹿児島署】
福岡署森林整備官

大隅署事務管理官

北薩署事務管理官
柏木和美【北薩署】

鹿児島署事務管理官
松本慎剛【屋久島署】

立久保さとみ【北薩署】
宮崎署都城支署治山技術官

塩谷幸子【林野庁】
北薩署森林整備官

中川邦男【宮崎南部署】
西都児湯署森林整備官

宮崎南部署森林整備官

宮崎北部署森林整備官
渡邊 明【宮崎北部署】

宮崎署都城支署森林整備官
久木田一光【都城支署】

福田錦吾【長崎署】

森 浩【福岡署】
熊本南部署首席森林官

本山 巌【長崎署】
長崎署首席森林官

中島龍太【長崎署】
長崎署首席森林官

長崎署首席森林官

福岡署首席森林官
山口昌幸【北薩署】

鹿児島署地域統括森林官
吉川慶一【宮崎署】

園田節朗【都城支署】

岩﨑貴子【都城支署】
宮崎署都城支署森林官

森 俊之【長崎署】
宮崎署都城支署森林官

江口保広【熊本南部署】
宮崎署都城支署森林官

熊本南部署森林官

熊本南部署森林官
小山雄平【西都児湯署】

長崎署森林官
宮下尚己【大隅署】

佐賀署事務管理官
吉坂雅夫【佐賀署】
熊本署森林整備官
大山昭一【熊本署】

熊本署森林整備官
猪島浩晴【計画課】

熊本南部署地域統括森林官

全センター（計画
課駐在）】

福岡署地域統括森林官
田中和利【西表森林生態系保

宮崎署都城支署首席森林官

宮崎署首席森林官
立場宏一【経理課】

宮崎署首席森林官
小川義則【西都児湯署】

大隅署森林官

北薩署森林官
川畑勇二【北薩署】

西都児湯署森林官
椎葉智史【西都児湯署】

江口誠也【都城支署】

濱本敬士【福岡署】

長崎署事務管理官
市原増雄【総務課付】
熊本南部署森林整備官

西都児湯署首席森林官

長崎署地域技術官
永野達也【屋久島署】

一山祐子【佐賀署】

小野稔和【鹿児島県】
佐賀署地域技術官
岩上 勇【大分署】
屋久島署首席森林官

熊本署地域技術官
北里春香【技術普及課】

宮崎南部署首席森林官
松元正三郎【屋久島署】

友栗 誠【大隅署】
福岡署森林官

熊本南部署地域技術官

伊藤明雄【長崎署】
宮崎署地域技術官

平松大志【佐賀署】

佐賀署森林官
山部清人【宮崎南部署】

石綿深志【宮崎署】
宮崎署都城支署地域技術官

森本博之【大隅署】

長崎署森林官
宮本一朗【大隅署】
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江口 晃【治山課】
福岡署事務管理官

長崎署事務管理官

尾前信男（熊本署）
西川健一（熊本署）

志戸祐二【都城支署】
福岡署地域技術官

飯星光吉【熊本南部署】
屋久島署森林官

押方清隆（熊本南部署）
村上敏彦（熊本南部署）

西 修 （宮崎署）
井上哲也（宮崎署）

梶丸正幸【森林技術・支援セ
ンター】

村木信一郎【熊本南部署】
宮崎南部署首席森林官
司【熊本署】

上別府悟【鹿児島署】
宮崎北部署地域統括森林官
春山

井上祐二郞【熊本南部署】
大分署森林整備官
蒲池勝也【保全課】

下村龍也【長崎署】
熊本署事務管理官
江藤香織【熊本署】

髙木信哉（宮崎南部署）
下岩 守（鹿児島署）

◇定員内職員◇
古閑博行（総務課）

松﨑正一（熊本南部署）
松井郁弥（大分西部署）

坂元昌和（都城支署）

馬場智宏（大隅署）
◇定員外職員◇

山本一則（経理課）
上原曉光（経理課）

川畑宏二（大分署）

野邊知良（宮崎南部署）
井立田和則（北薩署）

岡本政秀（熊本署）

山下和也（治山課）

渡辺行直（大分署）
出水 広（宮崎署）

佐藤孝幸（北薩署）
田中敏明（大隅署）

日付退職

山下 正（森林整備課）
佐藤英也（計画課）

宇野裕和（宮崎署）
野田秀治（都城支署）

３月

井上信義（福岡署）
山口照秋（長崎署）

31

平生 竜【宮崎南部署】
北薩署地域技術官

宮崎南部署地域技術官

宮崎北部署地域技術官
小崎凌平【宮崎北部署】

宮崎署都城支署地域技術官
下田悠介【経理課】

野田真治【西都児湯署】
宮崎署係員

小野千華【鹿児島署】
大分西部署係員

大分西部署係員

大分署係員
橋本浩次郎【佐賀署】

熊本署係員
西田卓矢【沖縄署】

宮木利浩【企画調整課】
内閣府出向

歌野博幸【熊本署】
環境省出向

環境省出向

屋久島署係員
松井涼太【熊本署】

北薩署係員
伊藤 翼【計画課】

和田治仁【治山課】
近畿中国局石川署

都賢太郎【長崎署】
林野庁国有林野部業務課

林野庁国有林野部経営企画課

林野庁国有林野部管理課
山下誠吾郎【森林整備課】

林野庁国有林野部管理課
立山計司【大分西部署】

早 く三 月 十七 日の 桜（ ソ メイ ヨ
シノ）の開花宣言、「休眠打破」

す ▼熊 本 市内 では 平年 よ り六 日

化 」の 影 響な のか 、も う 少し 満

と 感じ ま した 、し かし 、 数日 で
早 くも 散 って しま い「 地 球温 暖

の 始ま り です 「広 報九 州 」を 引
き 続き よ ろし くお 願い い たし ま

さあ 今 月号 から 平成 三 十年 度

高森公章【都城支署】
北薩署地域技術官

が うま く 合っ たの か今 年 の桜 は
例 年に 比 べた いへ ん美 し かっ た

（担当＝総務課）

礒﨑愛永【都城支署】

浜辺元気【治山課】
近畿中国局鳥取署

寺川勝司【総務課】

倉本雅則【宮崎署】
林野庁林政部林政課

渋谷昴大【企画調整課】

室木直樹【宮崎署】
宮崎署都城支署係員

鶴山喜之【佐賀署】

藤川涼一【宮崎南部署】
大隅署地域技術官

林野庁森林整備部計画課
尾近 茂【資源活用課】

開 期間 が 長け れば と思 う とこ ろ
で した ▼ 春は 出会 いと 別 れの 季

西都児湯署係員
松村大地【熊本南部署】

屋久島署地域技術官
三國稔典【大分署】

大隅署地域技術官
山口雄大【大隅署】

沖縄署地域技術官

樽形のきゅう果は、直立して
帯緑褐色、成熟すると中軸から

素晴らしく美しい樹形となりま
す。

広がり多く分岐し、剪定しなく
ても樹の全体の姿が円錐形と、

幹は直立し、太い枝は水平に

緑高木で、誰でも知っている樹
木です 。

して日本語に訳すときに、スギ
と訳したのが原因だそうです。

たのは、Ｃｅｄａｒを英語読み

されません。
マツ科なのにスギの名前になっ

良いですが、材は水分に富み観
賞用に植えるだけで材には利用

いられます。しかし、日本は原
産地より雨が多いので、生育は

では建築・土木・家具に広く用

産地は西ヒマラヤからアフガ
ニスタン東部が原産地で、産地

努 めま す ので 、森 林・ 林 業に 関
す る様 々 な記 事の 投稿 を どう か

し い写 真 が集 まる のか 楽 しみ に
し てい ま す▼ 最後 に読 者 のみ な

す 、ま た 、み なさ んか ら 地域 の
話 題や 情 報と 活気 ある 写 真、 美

経 験を 踏 んで 充実 した 楽 しい 生
活 を送 っ てく ださ い▼ 今 月か ら

始 まっ た なと 感じ まし た ▼新 社
会 人の み なさ んへ 、た く さん の

ち らか ら 飛び 交う 笑い 声 や涙 声
が 聞こ え 、我 が職 場も 新 年度 が

た 」ま た 「お 元気 で」 あ ちら こ

節 でも あ りま す「 よろ し くお 願
い しま す 」「 お世 話に な りま し

の葉の付き方によく似ています。

バラバラになって飛散します。

葉は、短枝には束生し長枝に
はらせん状に散生します。葉は

ます。

そのため、落下したマツカサを
見ることはできません

針形で断面は鈍三角形か円形、

庭園や街路樹に植えられる常

松本知子【総務企画部付】
計画課係員

鱗片が飛んだ枝には、きゅう
果の中軸が、五寸釘を逆さに打

よろしくお願いいたします（広）

関矢敬介【宮崎北部署】
企画調整課係員

中嶋丈貴【うきは市】

ち付けたように最下の鱗片上に

白色の気孔線があり、カラマツ

伊藤玲奈【林野庁】
長崎署係員

長崎署係員

計画課係員
古川翔太【熊本署】

計画課係員
藤本泰樹【林野庁】

山本遼平【林野庁】
経理課係員

辻田優衣【大分西部署】
熊本署係員

残っていますが、やがて落下し

さ んへ 、 担当 とし て紙 面 充実 に

私 も初 め て広 報担 当を 携 わり ま

川口凌真【福岡署】
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