等の保育活動を実施されていま
す。また、宮崎森林管理署から
取締監視員の委嘱を受け、一ツ
葉海岸の前浜国有林を中心に植
物の盗採やゴミの不法投棄を取
り締まる監視活動を定期的に行
うとともに、地元小学校を対象

日、
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に宮﨑森林管理署と共同で森林
教室を毎年開催し、子供達が森

【熊本森林管理署】５月

名と署職員

当署からは１件の災害も出すこ

いては昨年度当初から災害が続
けて発生した状況から「今年度

業での災害が発生件数の過半数
を上回っていたこと、当署にお

災害発生について、特に伐倒作

冒頭、熊本森林管理署長から、
昨年度の九州森林管理局管内の

名の参加のもと、安全会議を開
催しました。

の事業体等８社

菊池市社会福祉協議会本所大研
修室において、請負事業実行中

10

林や林業に親しむ活動を展開し
ています。
贈呈後、児玉会長からは、
「永年の活動が認められ、会員
共々、大変喜んでいます。これ

林野庁では、平成 年５月
日から６月 日までの期間、

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、地域住民の皆様の

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

20

国有林野をフィールドとした
巡視・保全活動、教育活動等に
功績のあった団体に対し、感謝
の意を表して、宮崎市の「檍振

からも、地域の協力を得て松林
を保全していきたい。」と応え

児玉会長（左から２人目）と局幹部

興会」に林野庁長官感謝状が授
与されました。

ていました。（担当＝総務課）

30

「山地災害に備える」を合い言

30

しています。（担当＝治山課）

21

５月 日の九州森林管理局で
の伝達式には、宮崎市より児玉
久夫檍振興会会長にご出席いた

林野庁長官より感謝状
12

だき、原田隆行九州森林管理局
長より感謝状が贈呈されました。
檍振興会は、昭和 年６月に
設立し、宮崎市東部の南北約

ロマツの植樹、毎年の下草刈り

り、松林の保全活動等に努めら
れ、地元小中学校と連携してク

クタールに広がる一ツ葉海岸林
をフィールドとして、永年に亘

キロメートル、面積約８３０ヘ

23

21

15

31

10

長崎県林業協会員の現地視察

の依頼により、長崎県内の森林
組合作業班員等を対象にした森
林整備事業箇所の視察を受け入
れました。
西浦国有林 林班の活用型現
地において、工藤孝署長のあい
15

29

【屋久島森林管理署】当署では、
昨年８月に熊毛地区消防組合及
び屋久島警察署の三者で、山岳
遭難事故等が発生した際に各機
関が連携・協力して円滑かつ効
率的な救助活動を行うことを目

パトロール」が、大分県、陸上
をされていました。
さつ後、渡辺浩司総括森林整備
自衛隊湯布院駐屯地、大分南警
現地調査のあと、湯布院コミュ
官から事業地の概要等の説明を
察署、由布市議会、由布市消防
ニティーセンターに場所を移し、 行いました。
団など約 名が出席し開催され
意見交換・検討会を実施し、そ
続いて、事業実行中の（有）
ました。当署から治山グループ
の中で、由布市消防団長から
永山林業の協力を得、列状間伐
の３名が出席しました。
「非常時においては住民を守る
や森林作業道の作設手順等につ
水害、土砂崩れなどの危険性
という強い決意を持って行動す
いて、実行箇所を視察しながら
が高まる危険箇所のうち、由布
る」と発言があり、今後の防災
意見交換を行いました。
市内の８箇所パトロールを行い、 に生かしていくことになりまし
その後、場所を平成 年度誘
人家裏の森林の状況、避難経路・
た。
導伐箇所に移し、シカ被害対策
場所の確認、情報伝達の確認な
ネットを設置後コンテナ苗を植
どを細かに確認しました。
栽した一貫作業地を視察し、主
由布岳地区においては、国有
伐・再造林の拡大を見据えた低
林の治山計画や過去に設置した
コスト造林への課題等について
治山ダム等について質問があり、 【熊本南部森林管理署】５月
意見交換を行い、長崎県では
総括治山技術官から治山事業の
日、森づくりの担い手の確保と
「まだシカの被害はあまりない
効果等について説明しました。
事業体の育成を図るために、一
が、ネットの高さは２ｍで大丈
また、当日は由布鶴見岳国有
般社団法人長崎県林業協会から
夫か。」「業者も主伐はやりた
林内において、大分森林管理署
がるが、造林は作業環境が厳し
発注の航空実播工を実行中であっ
いので、あまりやりたがらない。」
たため、崩壊した斜面の早期緑
などの意見が出ました。
化と安定へ向けた取組を説明し、
当署としては、今後も民有林
参加者はヘリコプターによる緑
への技術的情報の提供を積極的
化（防災）事業を興味深く観察
に行い、林業の成長産業化への
一翼を担っていくこととしてい
ます。
パトロール前の点検事項の確認

11

説明を受ける救助隊方々

的に、「山岳遭難事故発生時の
救助捜索活動に関する協定」を
締結し、当署が対応できない場
合でも当署のモーターカーを警
察・消防に貸し出して迅速な救
助を行えるようにしています。
本年度もゴールデンウィーク期
間中に事故が発生し、傷病者搬
送のため緊急に警察・消防によ
る運行で二回出動し迅速な対応
が出来ており、関係機関から感
謝されました。

14

このような中、本年度も協定
に基づき熊毛地区消防組合の屋
久島北・南分遣所の職員４人と
４月異動により新たに転入した
署職員４人を対象にして、モー
ターカーの運転に係る講習会を
開催しました。
講習会は、５月 日に木村宏
総括事務管理官を講師として学
科講習と試験を行うとともに、
日以降に岩本清文次長、川野
等森林整備官を講師として実際
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となく作業基準を遵守し安全作
業の徹底、また、ダニ刺咬にも
十分注意してほしい」との挨拶
がありました。

会議では、菊池労働基準監督
署監督官にも参加頂き、管内に
おける労働災害の発生状況や
「第 次労働災害防止計画」、
「伐木等作業における安全対策
のあり方に関する検討会」にお
ける規制の見直しについて説明
を受けました。
最後に、参加事業体等から、
「労働災害を防止するため特に
気をつけていること」と題し自
社の取り組みについて発表、意
見交換を行い、今年度の無災害
を誓って閉会しました。

【大分森林管理署】５月 日、
由布市主催による「由布市防災

13

安全会議の様子

50

の森林軌道でモーターカーの実
表する弁甲材生産の歴史」とし
技講習を開催し認定考査を行う
て日本林業遺産に認定されてお
とともに、後日受講者全員に森
り、川越本店所有林とともに飫
林軌道運転認定証の交付を行い
肥林業を代表する疎植林の景観
ました。当署としては、引き続
を維持している森林として認定
き山岳遭難事故発生時に関係機
されています。
関と連携・協力して、地域貢献
今回、側溝や横断溝の清掃と
できるように取り組む考えです。 路面が劣化している箇所や陥没
した箇所の補修を行ってもらい
ました。
当日は、同協会から 名と当
署からも６名参加して、見学者
【宮﨑南部森林管理署】平成
が保護林まで快適に通行して、
年 ５ 月 日 に 熊本 林 業 土 木 協 会
少しでも多くの方に来て頂くこ
宮崎支部の日南市・串間市の３
とを願って参加者一同いい汗を
社（（株）永野建設、（有）髙
流しました。
橋建設、大平開発（株））がボ
ランティアで三ッ岩オビスギ保
護林へ通じる市道約１キロメー
トルの補修を行いました。
【屋久島森林管理署】４月 日、
入学して間もない長野県林業大
学校１学年の校外研修の一環と
して学生 名と職員２名が、屋
久島の森林・林業を学ぶため昨
年度に引き続いて屋久島森林管
理署を訪れました。
当日はあいにくの雨天でした
が、当署安房貯木土場において
一口竜也森林技術指導官から屋
久島の森林・林業の概要につい
て説明を行い、続いて廣田俊之
森林整備官からヤクスギの歴史
と現状について説明しました。
この三ッ岩オビスギ保護林は、
学生たちは、土場に保管され
平成 年４月に「飫肥林業を代
ている樹齢千年を超えるような
27

10

ヤクスギ土埋木の存在感ある大
きさや目が詰まった美しい年輪
を見て驚いた様子でした。また、
土埋木を生産するための採算性
や材質と販売価格との関係性に
ついて、さらには近年のヤクシ
カの生息数の減少理由について
など、さすがは林業を志してい
る学生らしい質問が出され関心
の高さを感じさせられました。
ここ数年、長野県林業大学校
からの研修受入れを実施してい
ますが、林相や森林の取扱の違
う屋久島の森林・林業を学んで
頂くことは重要なことであり、
これからの日本の森林・林業を
担う人材になってもらいたいと
大いに期待しています。当署で
は、本年度も外部からの研修等
の受け入れを積極的に行い、人
材育成の一助となるよう努めて
いく考えです。

１５０人が参加した勉強会の様子

30

陥没した路面の補修作業の様子

20

20

17

桜島の治山現場にて説明の様子
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縮、現地土砂の有効利用などに
ついてわかりやすく説明しまし
た。学生からは、円形セルダム
工事実行にあたり苦労したこと、
治山工事実行の注意点、航空実
播工の工法など多くの質問を受
けました。
公務員志望の学生がいたこと
から、今回の研修により治山事
業など多岐にわたる国有林野の
業務に関心をもっていただき、
多くの学生が当職場を希望され
ることをお願いし研修を終了し
ました。

【大分森林管理署】４月 日、
竹田森林事務所において、本年
度新規採用者を含む若い職員４
名を対象にＯＪＴ（職場内研修）
の一環として安全作業の手順及
び図面の見方等を行いました。
はじめに、竹田森林事務所の
園田敏明行政専門員、工藤昭二
行政専門員から、刃物の基本的
な取扱いや構造、基本動作及び
刃物の研ぎ方について、安全で
効率的な方法について伝授しま
した。
次に、森林施業や登山道パト
ロールを行ううえで基本となる
図面の見方について、現在活用
している基本図においては、磁
北と真北で磁針偏差があること、

25

【鹿児島森林管理署】長野県林
業大学校からの依頼を受けて、
４月 日に桜島地区民有林直轄
治山事業の現場において研修会
を開きました。

20

当日は、１年生 名を対象に
湯ノ平展望所において、杉野隆
二次長から当署の概要、古庄誠
司総括治山技術官から桜島治山
の概要、江口晃主任治山技術官
から治山事業の主な工法につい
て、それぞれ資料を使って説明
しました。
続いて、引の平上流の円形セ
ルダム施工箇所に移動し、江島
昭則治山技術官から、工法の特
長であるコスト縮減、工期の短

19

18

児童を前に森林教室の様子

その後、児童達には６班に分
かれてもらい、実際にヤクスギ
土埋木に触れたり臭いを嗅いで
もらうとともに、人工林材の屋
久島地杉の年輪当てクイズやフェ
ニックスの樹高当てクイズにチャ
レンジしてもらいました。
児童達は、自分たちの住んで
いる屋久島で初めて見るヤクス
ギ土埋木の大きさや美しい年輪
に驚いた様子で、「日頃経験で
きないすばらしい勉強をさせて
もらった」、「将来、森林や林
業に関係する仕事をしてみたい」
などの感想が聞かれ、職員も児
童達の感想を聞いてとても嬉し
く頼もしさを感じた森林教室と
なりました。当署では、本年度
も地元の学校への森林教室を積
極的に行い、次世代を担う地元
の子供達に屋久島の自然と林業
の大切さを伝えていく考えです。

【屋久島森林管理署】当署の国
有林野内にある森林軌道や事業
所、宿舎、小中学校跡さらに屋
久島の林業を記録した古写真等
については、昨年５月に日本森
林学会より林業遺産「屋久島の
林業集落跡及び森林軌道跡」と
して認定されています。
このような中、５月 日に本
年度の現地調査等を開始するに
当たり、署関係者 人が参加し
て林業遺産に関する情報共有や
今後の対応方針等を検討するた
め、国立歴史民俗博物館の柴崎
茂光准教授と鹿児島大学の奥山
洋一郎助教の指導を受けて現地
検討会を開催しました。
検討会は栗生森林事務所部内
の黒味国有林内で開催し、川畑
充郎署長からこれまでの経過や
現在検討中の林業遺産の保全管
理方針案等について、草野誠森
林官より現地概況について、柴
崎准教授から林業遺産全般につ
いての説明を受けるとともに、
森林軌道跡の踏査を行いました。
続いて、遺産区域内からこれ
まで収集された林業道具や生活
物品などが仮収蔵されている旧
小瀬田中学校に場所を移動して、
柴崎准教授から収蔵されている
林業遺産の内容、リスト作成な

どの保存方法等について説明を
受け、参加者全員で林業遺産に
関する情報共有を図るとともに、
本年度の調査方針等の確認を行
うことが出来ました。
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認
定された林業遺産を適切に保全
して、後生にその価値が受け継
がれていくように努めていく考
えです。

【宮﨑南部森林管理署】近年、
南那珂地域の民有林の伐採面積
は５百ヘクタールを超えていま
す。しかしながら再造林率は
％に留まっているところであり、
この再造林率を高めるのが南那
珂地域の大きな課題でもありま
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現地において検討会の様子

64

置、「つるを残す意味」などに
ついて説明のあと実際に伐倒を
行いました。また、造林木に巻
き付いた「つる切り」の方法等
について、手や足の位置、腰鉈
を振り下ろす方向等の基本動作、
基本作業についても認識を深め
ました。
今後も、安全作業の重要性、
森林調査の基礎的な技術につい
ては引き続き理解を深める環境
づくりに取り組むこととしてい
ます。

等高線の向きにより尾根や谷を
把握することにより無理のない
現地踏査の方法を説明しました。
また、国有林野を管理するうえ
【屋久島森林管理署】当署にお
で重要となる境界票の種類等に
いては、５月 日に屋久島町立
ついて質問形式で実施しました。 安房小学校の３年生と４年生の
実践演習では、山本純也地域
人に対して当署安房貯木土場
統括森林官が加わり伐倒作業に
において森林教室を開催しまし
ついて「受口」、「追口」の位
た。この森林教室は、安房小学
校が地域・郷土の自然や文化へ
の理解を目的に一日遠足のカリ
キュラムの一環として、当署に
要請があったものです。
当日は好天にも恵まれ、当署
安房貯木土場において山邉隆広
総括森林整備官の司会進行によ
り、吉村浩一主任森林整備官か
ら森林の働きや木材の利用等に
ついて説明を行い、続いて廣田
俊之森林整備官からヤクスギの
歴史と現状について説明しまし
た。
70

刃物の研ぎ方指導の様子
小径木の伐倒指導の様子

18

22

す。
等で活躍していただいている事
このような中、地域の事業体
業体の皆さんです。これらの取
６社（福岡木材（有）、日北木
り組みが南那珂地域全体に広が
材（有）、（有）金川木材、飫
ることを願って当署としてもで
肥造林（有）、南那珂森林組合、 きる限りの応援をしていくこと
（株）石波林業）が結集し、南
としています。
那珂地区における山村地域の将
来に向けた持続的発展をめざし、
「南那珂連携事業体協議会」
を 平 成 年 月 に立 ち 上 げ 、 伐
採から一貫して再造林を行う取
り組みを協議してきました。
【屋久島森林管理署・屋久島森
平 成 年 度 には ５ 月 日 に 第
林生態系保全センター】当署及
一回目の会合を開催し、確実な
び保全センターは、４月 日と
再造林に向けた森林所有者への
５月５日に縄文杉周辺において
負担軽減や担い手不足の解消と
ゴールデンウィーク中の登山者
災害対策としての機械地拵への
へのマナー指導を実施しました。
推進、誤伐・盗伐対策ならびに、
このマナー指導は、林野庁、
再造林の低コスト化に係る普及
環境省、鹿児島県、屋久島町、
啓発などの具体的方策の確認を
屋久島観光協会、屋久島環境文
行いました。
化財団等で構成する屋久島山岳
この６社は宮崎南部森林管理
部保全利用協議会が毎年度実施
署の生産・造林の請負やレク森
しており、縄文杉デッキ周辺に
おける監視・誘導などのマナー
指導や入林者の人数確認を行っ
ているものです。
本年度は、４月 日から５月
５日までの８日間を関係機関が
交代で実施し、当署及び保全セ
ンターが担当した４月 日は５
７４人、５月５日は４８０人の
来訪者がありましたが、ＧＷ期
間中を通じて最も混雑した日は
５月４日であり、一日で７５５
人の来訪者がありました。
当署及び保全センターでは、
29

29

25

引き続き関係機関と連絡調整し
ながら、縄文杉を含む世界自然
遺産区域内の保全・管理を積極
的に実施していく考えです。

26
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実際に採穂の実習を行いました。
また、 日には県内テレビ放
送の取材を受ける中、保全セン
ター内において参加者全員でコ
ンテナ苗の培地作成、挿し木、
挿し穂づくりの実技等を行い、
最後に参加者で意見交換を行い
ました。

26

職員を含めた参加者からは、
初めて挿し木のコンテナ苗の育
苗作業を経験した方が多く、
「非常に勉強になった」、「こ
れからの育苗に参考になった」
等の感想が聞かれ、実践的かつ
有意義な現地検討会となりまし
た。
当署及び保全センターとして
は、今後とも関係機関と連携し
て屋久島における育苗技術の向
上のための各種支援を行ってい
く考えです。

挿し穂実技の様子

ンター関係者、鹿児島県、屋久
島町、昨年 月に設立された屋
久島地杉苗木生産協議会の民有
林関係者の 人が参加して開催
されました。

挿し穂づくりの様子

10

27

日には、鹿児島県が管理す
る採種林において現況確認と今
後の取扱等について指導を受け
るとともに、苗木生産協議会会
員の苗畑予定地において苗畑造
成の留意点等について指導を受
けました。その後ハサ嶽国有林
に移動して、保全センターの奥
村克生態系管理指導官より昨年
月から開始した挿し木コンテ
ナ苗育苗試験の現在までの状況
について、大塚育種技術専門役
から採穂の留意点や採穂台木の
仕立て方と管理についての説明
を受けたのち、９班に分かれて
25

11

縄文杉デッキにて入林者の様子

【屋久島森林管理署】４月 日
～ 日の２日間、屋久島森林生
態系保全センター主催による屋
久島地杉苗（コンテナ苗）育苗
に関する現地検討会をハサ嶽国
有林 林班と保全センター内な
どで開催しました。この検討会
は、屋久島地杉の挿し木による
コンテナ苗生産技術の向上を図
ることを目的に、林木育種セン
ター九州育種場の栗田学育種研
究室長、大塚次郎育種技術専門
役と九州大学の渡辺敦史准教授
の３人を講師に、当署・保全セ
69

29

30

10

14

連携事業体会議の様子

28

【宮崎南部森林管理署】平成
年５月９日に、日南市北郷町の
林業研究グループ、グリーン・
保護林に指定する計画があるこ
とやレク森の一部を保護林へ変

下治喜経営計画官から猪八重の
照葉樹林約４５０ヘクタールを

では、九州森林管理局計画課岩

んでいくことを紹介しました。
また、その後のレク森協議会

ていることなど官民一体となっ
て猪八重の滝の活性化に取り組

コーナーを担当しました。

林業推進検討会としてブースを
出展し、当署は竹とんぼづくり

に参加していましたが、今回初
めて当署も構成員である屋久島

林業関係者もこれまで屋久島森
林組合などの団体・企業が個別

池田一穂技官及び山口聖技官が
参加しました。

ルＴシャツを作成し、参加者全
員で着用し、屋久島の林業関係

今回のブース出展に当たって
は、「チーム屋久島」オリジナ

業体が屋久島地杉の割り箸ＰＲ
などを行いました。

Ｒしようと毎年開催されており、 杉製品の展示ＰＲ、地元林業事

このイベントは、町内の基幹
産業である農林水産業を広くＰ

者で心を一つにした取組となり、 北部豪雨災害や熊本地震など近

き、ロケットラワン作成や屋久
島地杉加工センターが屋久島地

検討会のブースでは、県屋久島
事務所が屋久島地杉板のお絵描

げで土石流の発生がない」など
の意見が出され、昨年度の九州

ていなければどうなっていたで
しょうか」、「治山事業のおか

を視察しましたが、その中で
「もしこの桜島で治山工事を行っ

松浦川第２支流、松浦川と現地

を使用して説明を行いました。
その後、引の平上流、西道川、

業の進捗状況、平成 年度の事
業計画についてパワーポイント

協議会の会員からは、猪八重

町民へアピールすることが出来
ました。

更する必要があること等の説明
がありました。
の貴重な森林を守りながら観光
の活性化と両立を図りたいとい

【鹿児島森林管理署】平成 年
度桜島地区民有林直轄治山事業

の地元説明会を地元自治公民館
長並びに関係行政機関総勢 名

の家族連れや観光客で賑わい、

当日は天候にも恵まれ、大勢

生命、財産を守る為、事業を推
進する旨の挨拶が有り、引続き、

元及び関係機関の協力に対しお
礼の言葉や、今後も地元住民の

有林直轄治山事業の推進への地

まずはじめに、当署の山口輝
文署長より、これまでの桜島民

うな機会を捉え、積極的に治山

治山事業への期待を感じる一日
となりました。今後も、このよ

年多発する災害を受け、地元住
民の方々の災害に対する不安や

30

事業のＰＲに努めたいと思いま
す。
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う意見が出されました。
保護林の設定については、今
後「保護林管理委員会」の意見
を踏まえて検討されることとな
ります。
当署では、今後も猪八重の保
護と活用を両立させ、地域と一
体となって活動を継続し魅力あ
る国有林を目指していきます。

参加の下、鹿児島市桜島支所会

当署の竹とんぼづくりのコーナー
も次々と子ども達が訪れて、職

古庄誠司総括治山技術官より事

議室及び治山事業施工地におい
て開催しました。

屋久島町主催の恒例イベント

員の指導を受けながら楽しそう
に作った竹とんぼを飛ばしてい

日、
「第９回屋久島町ふるさと産業
祭り」が同町尾之間の町民すこ

ました。また、屋久島林業推進

【屋久島森林管理署】４月

やかふれあいセンターで開催さ
れ、当署からも一口竜也森林技

竹とんぼづくりの様子

術指導官、井誠喜春牧森林官、

現地において地元説明会の様子

30

29

ツーリズム代表ら森林セラピー
関係者、日南市及び南那珂農林

振興局の担当者が集まり両協議
会が開催され一年間の活動計画
が承認されました。
セラピー協議会の席上、当署
から猪八重の滝風景林が「日本
美 し の森 お 薦め 国 有 林」 に 選
定され、遊歩道の整備、多言語
プレートの設置を行ったことや
今年度は、渓谷の入場者数を調
べるカウンターの導入を計画し

22

30
関係団体による協議会の様子

【大分森林管理署】４月

日、

ありました。最高
齢者男女（ 歳及
び 歳）、最年少
男女（２歳及び７
歳）への記念品贈
呈。
坂本署長から
「宮崎、大分両県
に架かる地で山開
きが開催されるこ
とは意義深く、両
県及び関係する日

67

上を目指していき

と、登山する方々
の安全等を願いま
す」との挨拶、最
後に豊後大野市の
川野文敏市長の万
歳三唱等の式典後、
大勢の参加者が頂

山本純也地域統括森林官、井上和
之影町、佐伯市、
也主任森林整備官が出席しました。 豊後大野市の発展

「 第 回 傾 山 山開 き 」 が大 分 県
佐伯市（宇目）と宮崎県日之影町
にまたがる九折越広場において、
傾山山開き実行委員会主催（事務
局＝佐伯市）により、関係者約１
００名が出席して開催され、当署
からは坂本和隆大分森林管理署長、

29

主催者を代表して佐伯市の阿部
邦和副市長から、「昨年６月に、
祖母・傾・大崩ユネスコエコパー
クに登録されて、はじめてとなる
山開きです。この大自然を満喫し
ていただきたい」と歓迎の挨拶が

山開きに訪れた登山者と主催者

登山道からのアケボノツツジ

は九重山系の一つで、ミズメ等
の天然林は生物群集保護林に指
定されており、学術的にも貴重
な森林として自然環境の保全、
形成、学術研究等に重要な役割
を果たしています。
当日は、一般の登山者約２０
０名が訪れ、地元の観光協会が
用意した豚汁等が振る舞われま
した。そのあと、元気にシャク
ナゲが群生する頂上を目指しま
した。

【大分森林管理署】５月 日、
大分県別府市（由布岳正面登山
口）において、第 回由布岳山
開き祭が由布岳観光協議会主催
により、別府市、由布市、大分
県、関係団体などの代表者や登
山者が参加して開催され、当署
から坂本和隆大分森林管理署長、
井上和也主任森林整備官、田吹
涼太技官、木下昂大技官が出席
しました。
主 催者を 代
表し て、由 布
岳観 光協議 会
長（ 代理） 猪
又真 介別府 市
副市 長と同 協
議会 副会長 の
相馬 尊重由 布
市長 から挨 拶
がありました。
その 中で「 由
布岳 の山頂 か
ら見 る大パ ノ
ラマ を満喫 し
てく ださい 。
その 後は、 両
市が 誇る温 泉
で疲 れを癒 や
してください」
等述 べられ ま
した。

その後、今年の参加者最高齢
者（別府市の 歳の男性）、最
年少者（５歳の女児）も参加し
て関係者とともにテープカット
が行われました。
坂本署長から、登山者の安全
を祈願して万歳三唱がありまし
た。
会場では、先着１２００名に
記念の帽子の配布や豚汁が振る
舞われました。参加者たちは新
緑の草原から林間へと進んで由
布岳の山頂を目指して行きまし
た。
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65

30

39

ました。
登山道を進む
と満開となったアケボノツツジ
が登山客を迎えてくれる等、天
候にも恵まれ、雄大な自然を満
喫していました。
また、同日、第 回黒岳山開
きが庄内町観光協会主催により、
由布市庄内町阿蘇野の男池駐車
場において、登山の安全を祈願
する神事が関係者約 名が出席
して開催され、当署から濱田辰
広次長が出席しまた。
黒岳（標高１５８７メートル）

関係方々による山開きテープカットの様子

62

38

13

89

メートル当たり約

たり約１００万円の値段がつく
とともに、平均入札単価は立方

いました。
きました。その結果、屋久杉土
公 売 当 日 は、 埋木の最高値は立方メートル当
あいにくの雨
天になりまし

きされました。また、公売の状
況は、テレビ・新聞のマスコミ

頂において、「第 回くじゅう
山開き」がくじゅう観光連盟

６月３日、大分県竹田市に位
置する大船山（１７８６ｍ）山

ヤマ キ リシ マ くじ ゅ う 連 山 を
ピンク色に染める」

【大分森林管理署】「満開のミ

外から 者の
買方が参加す

取材を受けました。
屋久杉土埋木が貴重で限りあ

（会長：日野康志九重町長）主

万円で取引

たが屋久島内

る中、川畑充
郎署長の開会

当署としては少しでも細く長く

挨拶のあと公
る資源であるため、公売での販
売 が 開 始 さ れ、 売は今回で最後となりますが、

32

ともに、次か
ら次へと競り

り子の威勢の
良い掛け声と

当署職員の競

確保に努めていく考えです。

の人工林の需要拡大にも関係機
関と連携しながら取り組み収入

生産・販売が出来るように取り
組むとともに、引き続き屋久杉

など関係者と大勢の登山者も参
加して開催されました。

催により、九重町、竹田市、竹
田警察署、玖珠警察署、大分県

だいた数冊のパンフレットは、
私の想像していた堅苦しいもの

箸持参運動」に取り組みました。 その後、管理局から届けていた

は、目を見張るものでした。問
題の深刻さに更なる不安と危機

ているという３０分ほどの番組

当署からは、坂本和隆大分森

落とされてい

21

ということに端を発し、「マイ

環境破壊の問題となっていたの
で「割り箸は環境に良いのか？」

しく、当時は営利目的の伐採が

漁業」は比較的に取り掛かりや
すかったのですが「林業」は難

する野菜や魚介類などの「農業・

組もうとした際、日頃から利用

参加者の多くが主婦層だったの
で農林水産業を各分野別で取り

思いが強くなっていきました。

折、今回の公募を知り、林業に
ついてきちんと学びたいという

れるようになりました。そんな

最近ではニュース等で、豪雨災
害や里山問題など頻繁に報道さ

きと危機感を覚えました。

の林業の深刻な状況を知り、驚

だことが、林業について考える
きっかけとなりました。我が国

た。内容は宮崎県で盗伐が起こっ

また、先日全国版の番組で「林
業」について報道されていまし

てきました。

ことができ、林業についてもっ
と学びたいという気持ちが沸い

いくうちに、九州森林管理局の
取り組みへの理解を一掃深める

やすいものでした。読み進めて

されおり、どれをとっても工夫
が施された温かみのあるわかり

していきたいと思います。

りの知人へと伝えていく発信役
として、モニターの役割を果た

ずは身近な家族へ。そして、周

ませんが、知り得た情報を自分
の中だけに留めることなく、ま

した。
今後、私に何ができるかわかり

上げられたことを嬉しく思いま

を多くの人が知り考えるきっか
けと成り得るので、林業が取り

ではなく、画像や様々なグラフ、 感を抱きましたが、その反面、
また地図などがふんだんに掲載 この番組のおかげで林業の現状

今回応募させていただきました。 勉強会で、日本の林野をはじめ
以前おこなっていた環境活動は、 森と海の繋がり等について学ん

でも現状を維持したいと思い、

公売に参加する応札者

【屋久島森林管理署】６月５日、
当署安房貯木土場において屋久
杉土埋木の公売を開催し、屋久
杉土埋木約 立方メートルのほ
かヒノキ約１立方メートルとツ
ガ約４立方メートルの合計約
立方メートルを出品しました。
今回の公売に向けては、検知、
椪えのレイアウト、価格評定、
会場設営など全てを職員実行で
行うとともに、５月 日には事
前に署員全員で公売当日の役割
分担を決めて詳細な打合せを行

岡 宏 子
（長崎県在住）

要な問題だという危機感を持ち
ました。親として、子や孫を含

化と同様に、早急に取り組む重

の山林問題。修復するにはかな
りの時間を要します。少子高齢

人口の首都集中による地方で

54

む次世代が安心して暮らせるよ
うな環境の修復。もしくは少し
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23

66

49

林管理署長、植薄和彦森林技術
指導官、中嶋紀光地域林政調整
官、井上和也主任森林整備官、
上村徳光首席森林官、庄司拓平
技官、田吹涼太技官の７名（大
分西部署から 名）が出席しま
10

満開のミヤマキリシマ

大船山山頂にて神事の様子

【宮崎南部森林管理署】平成
年６月３日（日）に、日南市か
つお一本釣り漁業遺産認定推進
協議会主催の観光ツアーが開催
されました。その中に三ッ岩オ
ビスギ保護林の見学を組みこん
でいただき、当日、宮崎市、日
南市の市民の皆さん 名が来ら
れました。この企画は、近海か
つお日本一の漁
獲量を誇る日南
市の「かつお一
本釣り漁業」を
後生に残すため
に、日本農業遺
産認定を目指し
ており、住民の
皆さんに歴史や
文化的価値の理
解を深めていた
だこうと企画さ
れたものです。
参加者は、か
つお一本釣りの
ツアーになぜ森
林が関係してい
るのかと不思議
がっていました
が、きれいな水
と空気を森林が
育むことで豊か

な日南市の海があることを勉強
して納得されたようです。
参加者は、「キョロロロ・・・」
と鳴くアカショウビンの声を聞
いたり、ドクダミやテンナンショ
ウの花や実を観察し、木材チッ
プを敷き詰めたふわふわの林内
歩道を散策し、豊かな自然を実
感していました。
当署では、今後とも市と連携
しながら、保護林やレクリエー
ションの森を活用して自然の大
切さを広めていく取組を進めて
いく考えです。

三ッ岩オビスギ保護林内の見学者
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した。
その後、主催者を代表してく
早朝から多くの登山者が安全祈
じゅう観光連盟会長（日野九重
願の時刻に合わせて山頂を目指
町長）から「くじゅうのすばら
していました。 時 分から山
しい自然を、皆さんとともに大
頂で神事が執り行われ、今シー
切に守りたい」と挨拶がありま
ズンの安全祈願が行われました。 した。
坂本署長から、「自分の安全
は自ら確保し登山を楽しんでい
ただくとともに、自然環境を大
切にし、それを支える地域の発
展を祈念します」と祝辞を述べ
ました。
登山道で出会った中には、一
生懸命に登ってきた３歳の男児
連れの親子や満開のミヤマキリ
シマをバックに仲間と記念撮影
する光景が印象的でした。
10

30

38

30

修生全員が真剣に取り組んでい
た姿を見て、将来の林野行政を

でしたが、各講義等に対して研

けました。
短い期間の研修

本・森林調査簿等
の見方の講義を受

実施し、総務・経
理・パソコンの基

般研修（前期）も

から 日の４日間
において、基礎全

した。
引き続き５月８日

とに発表を行いま

を取材し取りまと
めて、グループご

らうため、３グルー
プに分かれて各課

や雰囲気、署等と
の関係を知っても

することから、名
前は支那（中国）

燭（ろうそく）と
します。蝋を利用

この蝋を集めて蝋

種衣が全体を包む
の で 白 く 見 え ま す。

が落下しません、
種子は白色蝋質の

と裂けて開き３個
の種子を出します

り、偏球形で熟す

聞かれます。
果実は３室からな

「あの花の名前は
何ですか」とよく

えることから、

い、遠目に白い花
が咲いたように見

ゼの白い種衣の種
子が、幹全体を覆

冬、ナンキンハ

あります。
夏に若い枝の先に

柄と葉身の間の上
面に２個の腺体が

共に毛はなく、葉

は急に尾状となり
ます。全縁で表裏

ち互生し、黄緑色
で菱状卵形、先端

葉は細長い柄を持

路樹や公園に植え
られています。

たような、あざや
かな色のため、街

紫と黄色が加わっ

と白い乳液がでま
す。

雌花がつきます。
枝や葉を傷つける

き、下部に少数の

多数咲かせ、上部
に多数の雄花がつ

て、芳香のある、
黄色の小さな花を

総状花序を直立し

記事で村上敏彦様のお名前が

▼広報九州 Ｎ
(ｏ１７５４ 「
)退
職 長 い 間ご 苦 労様 で し た 」 の

ものです。

う っと しい 梅雨 を乗 り 切り た い

梅雨 に入 れば 洗濯 物 が乾 か な
い 、カ ビが 生え る、 臭 いな ど 憂

背負って行ける皆さんであると
心強く感じ、無事閉講すること

産のハゼノキの意

▼広報九州 Ｎ
(ｏ１７５５ 「
)治
山林道コンクール表彰式」の記
事で宮島貴文様は「現在、佐賀

原田隆行局長訓示をはじめと

高卒８名）を対象に新規採用研
修を実施しました。

30

11

新規採用の皆さんと局幹部

時 代に は洗 濯槽 に洗 濯 物を た め
込 み一 度に 洗濯 、汚 れ は落 ち た

が 臭い が取 れな いな ど 皆さ ん も
経験したことでは▼ここで一考

、 洗濯 する 時間 もな く 二日 以 上

お く方 へ、 臭い 元で あ るカ ビ の
温 床を 防ぐ ため 洗濯 物 を洗 濯 槽

に ため 込ま ず風 通し の よい と こ
ろ に干 し、 それ から 洗 濯す れ ば

臭 いは 減る との こと ▼ 熱中 症 対
策 や明 るい 職場 づく り 、ま た 、

森 林の 保育 のた め「 風 通し を よ

く する 」と いう 言葉 は 何事 に も
相 通じ るも のが ある と 思い ま す

▼ 九州 の梅 雨明 けは 例 年７ 月 中
旬 頃で す「 風通 し」 を 意識 し て

（広 ）

「村山敏彦」様の誤りでした。
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理局の各課の仕事

ができました。

味です。
台湾と中国の原産

署」勤務です。

14

鬱 にな るも ので す▼ 単 身、 独 身

最後に原田局長並びに幹部の
皆様、そしてこの研修にご協力

で、江戸時代に渡
来した落葉高木で

年 ５ 月７ 日 か ら ８ 日 の

して林視次長、両角実総務企画
部長からの講話、勝沼太志企画

頂いた講師の皆様方にお礼と感
謝を申し上げます。

す。紅葉は赤色に

平成

調整課長からは、森林林業再生
の取組について分かりやすく説

（担当＝総務課）

２日間において、平成 年度一
般職員採用者 名（大卒６名、

明がありました。また、森林管

30

