林生態系保全センター】九州森

【屋久島森林管理署・屋久島森
林業の歴史等について説明しま
した。

等の林業遺産を案内し、屋久島

域にある旧宮之浦官行斫伐所の
事務所跡や集落跡、森林軌道跡

４日 は 国立 歴 史民 族 博 物館 の
柴崎茂光准教授と宮之浦川上流

うとともに、現地実習の模様に
ついては２紙の新聞にも掲載さ

えさせられた」等の感想をもら

共存する方法の必要性や守らな
ければならない自然は何かを考

者から説明を受けました。学生
からは、「人と自然が未来まで

口聖技官等が、屋久杉土埋木の
生産・販売状況等を説明しまし

度新規採用で岩手大学ＯＢの山

科学科２回生 名に対して、安
房貯木土場において当署の本年

ている実習「暖帯林概論」の一
環として、岩手大学農学部森林

系管理指導官が出席し合同で協
力して実施しました。

へも白谷試験地調査箇所につい
て応援依頼があり、奥村克生態

を実施しました。保全センター

毎木調査と新たに成長し調査対
象木になった個体へのタグ装着

谷）において、プロット内の胸
高直径４センチメートル以上の

２箇所の試験地（天文の森と白

大学及び宮崎大学の研究室中心
による合同の固定試験地調査が

11

27

日及び

日は、琉球

林管理局では、森林の多面的機
能の発揮、林業の成長産業化の

出来ました。

た。
そして

有水製材所、屋久島地杉加工セ
ンターや現在建設中の屋久島町

５日 は 屋久 島 地杉 の 加 工・ 流
れ、当署及び保全センターの取
通や材の活用状況を学ぶために、 組を広く県民にＰＲすることが

木造新庁舎等を訪問して各担当

実現に向けて、九州・沖縄地方
で林学系の専門コースを有する

当署及び保全センターでは、

５大学と連携と協力に関する協
定を昨年度に締結しています。
この協定に基づき９月３日から
５日まで鹿児島大学と連携して

地杉加工センターにて（鹿児島大） 有水製材所にて説明（鹿児島大）

10

日の調査は、昨日までの大

雨の影響で足下が滑ったりと悪
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学生実習を実施するとともに９
月７日には鹿児島大学の要請を
受けて岩手大学の学生の受入れ、
９月 日から 日まで琉球大学
及び宮崎大学と天然林の動態把

名

また、７日には鹿児島大学が

岩手大学の学生を迎えて開講し

プロット調査（琉球大・宮崎大）

握のための固定試験地調査を合
同で協力して実施しました。

名と大学院生３名の計

林業の概要を説明後、ヤクスギ
ランド内において永山博美自然
再生指導官等がレクリエーショ
ンの森制度や屋久杉などの原生
的な森林生態系の状況を、安房
貯木土場で廣田俊之森林整備官
等が屋久杉土埋木の生産・販売
状況を説明しました。

10

11

まず、鹿児島大学の学生実習
では農学部農林環境科学科２回
生

13

役場庁舎にて説明（鹿児島大）

安房貯木場にて説明（岩手大）

10

に対して、３日は一口竜也森林
技術指導官から屋久島の森林・

10

貯木土場の視察を行いました。学
生にも署・センターの概要や現場

うことが出来ました。
日は雨天となり調査地へ行く
ことが出来なかったことから、保
全センターにおいて当センターの
業務について各担当者より取組の
状況等について説明・意見交換し、
午後からは屋久島森林管理署安房

戦苦闘の中での調査となりました
が、両大学の学生達が主体となり
各班に分かれて声を掛け合いなが
ら積極的に動き、当日予定してい
た各プロット内の毎木調査等を行

刃物の基本的な取扱い方、刃物の
使い方で注意すること、安全な刃
物の研ぎ方について指導を受けま
した。

田正弘行政専門員、霧島森林事務
所の松元一二三行政専門員から、

本年度新規採用者を含む若手職員
３名を対象にＯＪＴ（職場内研修）
の実施項目として安全点検のあり
方について指導を行いました。
はじめに、刃物の取扱いでの職
員災害が多いことから、牧園森林
事務所の神田弘秋行政専門員、塚

【鹿児島森林管理署】９月 日牧
園・霧島森林事務所管内において、

不安全行動を排除することが重要
であること、不安全行動を見て見
ぬふりをしないこと、安全点検の
マンネリ化を防ぐなど職員の安全
確保等における安全点検のあり方
について説明を行いました。

安全点検は安全チェック表に基
づき実施すること、不安全状態や

当 署では、ＯＪＴによる若手
職員の人材育成を進めるため、
引き続き、先輩職員が指導する
環境づくりに努めることにして
います。

みを実施しました。
本週間前に、総務グループ鈴
木誠主任事務管理官による、Ｖ
ＤＴ作業における作業環境の照
度計測を、本署及び各森林事務
所で実施しました。また、健康
週間初日の 月１日は、安全衛
生旗の掲揚を行い啓発を実施し
ました。
月３日、当署の心の健康づ
くり相談員である、馬場政宏ク
リニック 馬場院長先生 を招
いて「依存症」をテーマに講話
を受けました。
10

10

講話内容について、「脳」の
働きによるいろいろな依存症を
テーマに、依存症には３種類の
タイプ（①物質依存（アルコー
ル、喫煙、麻薬など）、②プロ
セス依存（買い物、ギャンブル、
ゲームなど）、③社会的報酬依
存（世話型依存など））に分け
られ、これらの依存症を防止す

るためには「何事もほどほどに」
という考えが依存症を防止する
ことになるとのことです。
講話を聞き終え、日常生活を
する中で知らないうちに依存症
になる可能性がどこにでもある
と感じたという職員の声があり
ました。
おわりに、濱田辰広次長から
本日の貴重な講義の内容を振り
返り、日常生活ではメリハリを
持って生活することの重要性を
認識したところであり、明日か
らの健康管理に役立てていきた
いと挨拶しました。

【宮崎南部森林管理署】日南幼
稚園児は、毎月季節の絵を描い
たカレンダーを作成し当署にプ
レゼントしてくれていますが、
今回そのお礼に、郷原指導官に
よる「森林からのおくりもの」
の紙芝居を行いました。
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ハコ罠設置について指導
【大分森林管理署】当署では、
本局の「平成 年度健康安全管
理重点目標である 「 心とから
だの健康」の保持増進を踏まえ
て、今般、国家公務員健康週間
の実施計画に基づき、健康管理
のより一層の充実を図る取り組

紙芝居の様子

刃物の研ぎ方を指導
その後安全点検に同行し、森林
事務所の重要な業務である林野巡
視を行うとともに、シカ被害防止
対策のためのシカ捕獲用ハコ罠を
実際に設置し、作動するかどうか
の確認を行いました。

30

熱心に講話を受ける職員

18

業務について理解してもらうきっ
かけになった時間でした。昨年も
調査に参加した学生も数名いまし
たが、現地調査の厳しさは変わら
ないことを痛感していました。

当署及び保全センターとしては、
引き続き協定を締結している九州
内の各大学や関係機関と連携・協
力を強化しながら、人材育成や研
究フィールド提供など様々な取組
を実施していく考えです。

概要説明（琉球大・宮崎大）

11

鹿児島県木材銘木市場において
銘木市が開かれ、当署からも本
年度１回目の委託販売として屋
久杉土埋木約 立方メートルを
出品しました。
当日は、鹿児島県内外より各
種銘木が出品され、全国から多
くの買方者が参加する中、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備部長
の来賓挨拶の後、市のメインと
して椪積みされている屋久杉土
埋木の競りが開始され、競り子
の威勢の良い掛け声とともに、
園 児 名 が 参加 し 、 紙 芝 居 を
次々と競り落とされていきまし
鑑賞中は、動物がでてくると、
た。
ウサギだ！イノシシだ！カラス
だ！と相づちを打ち、「川に物
を捨てて汚していませんか？」
との問いかけに「いいえ、きれ
いにしています。」と大声で応
えてくれるなど大盛況のうちに
終えることができました。
紙芝居の後、全員で専用の木
製ボードにハロウィンのカボチャ
の絵を描いた 月のカレンダー
を貼り、元気に帰って行きまし
た。
今後とも、いろいろな機会を
捉えて次代を担う子ども達に森
その結果、最高入札単価は立
林の大切さをＰＲしていきます。 方メートル当たり３１８万円の
値がつくとともに、平均入札単
価は立方メートル当たり約 万
円で取引されました。
当署としては貴重で限りある
月５日、 資源である屋久杉土埋木につい
10

【屋久島森林管理署】

18

10

園児そろって記念撮影

75

て、少しでも細く長く生産・販
売出来るように市場での委託販
売は今回と来年３月の２回で終
了することにしていますが、屋
久杉土埋木への関心は高く当日
の市売の様子は報道機関等から
取材を受け新聞掲載されました。

【宮崎南部森林管理署】当署管
内の猪八重の滝風景林は、知る
人ぞ知るコケの聖地であり、カ

クレゴケ、飫肥ケビラゴケ、サ
ガリヤスデゴケなど絶滅危惧種
を含む約３００種類のコケ植物
が生育し、九州を代表する蘚苔
類の宝庫でもあります。
８月 日に日本蘚苔類学会が
選定する「日本の貴重なコケの
森」に宮崎県で初めて認定され、
月５日に﨑田恭平日南市長や
山本泰嗣宮崎県南那珂農林振興
局長ら 名を招き、学会長代理
の片桐知之服部植物研究所所長
から当署の安達寛己署長に認定
証書が授与されました。
今後も貴重な国有林の資源を
地域と一体となって保護してい
きます。

10
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財に指定されたのに加え、平成
年 月には、ユネスコ無形文
化遺産「山・鉾・屋台行事」に
も登録されました。
山鉾に不可欠な車輪には、輪
切りにしたアカマツの大径材の
赤太部分が用いられており、曳
き回しによる摩耗のため、数年
使用した後に交換が必要となり
ますが、近年、資源の減少によ
り原材料となる原木の入手が困
難となっていました。

28

10

11

このような状況から、平成
年 月に、日田祇園山鉾振興会
から相談を受けた日田市が、九
州森林管理局長に対して原材料
となるアカマツ大径木に関する
情報提供を要請され、当署も情
報を収集していたところ、昨年、
職員から当署国有林に適材と思
われるアカマツ大径木があると
の情報を得ました。
日田市とともに、現地におい
て立木を確認したところ、葉量
も少なく樹勢が衰弱していて枯
死が必至であったことから、地
域の伝統文化の継承を支援する
観点も含め伐採することとし、

消耗した山鉾の車輪

28

10

【大分西部森林管理署】 月
日、日田市内の製材所で、当署
国有林から生産されたアカマツ
の丸太が、日田祇園の山鉾の車
輪用に製材されました。
日田市では、毎年７月に、約
３００年の伝統を誇る「日田祇
園祭」が開催され、豪華絢爛な
９基の山鉾が、祇園囃子の音色
とともに疫病や風水害を払い安
泰を祈念するため市内を巡行し
ており、多くの観光客を集めて
います。この行事は、文化財と
しても高い価値を認められ、平
成８年に、国重要無形民俗文化

10

28

25

挨拶する松葉瀬部長
認定証書授与後の記念撮影

市売の模様

60

今回の製材が実現する運びとな
りました。
当日は、日田市や日田祇園山
鉾振興会関係者も参集し、搬入
されたアカマツが車輪用に製材
される様子を見守りました。慎
重な木取りと切断の作業を経て、
車輪６個分の材料がととのい、
更新に備えて、各町内で池の水
などに沈められて、大切に保存
されることとなりました。職員
の持つ森林情報と地域の伝統文

11

ミヤマキリシマは、九州の標
高約１０００メートル以上の山
地に生息するツツジの一種で、
国の天然記念物に指定されてい
るほか、九重町の「町の花」に
も指定されています。毎年５月
から６月にかけて見頃を迎える
と、山一面がピンク色に染まり
多くの登山客で賑わいます。
作業当日は、気温が７度と冷
え込みましたが、草刈り鎌でミ
ヤマキリシマを埋める灌木を刈
り払っていると身体も温まり、
無事に作業を終了しました。作

業によって、ミヤマキリシマが、
来年の初夏の訪れとともに山々
を彩ってくれることを願ってい
ます。

【大分西部森林管理署】 月
～ 日の両日、大分県立日田林
工高校林業科２年生２名が、当
署で国有林の業務を体験しまし
た。
進路に公務員を希望している
両君は、 日朝に来署し、益田
健太大分西部森林管理署長から
国有林の業務の概要等の説明を
聞いた後、業務グループによる
間伐・林道工事実行箇所の状況
調査に同行し、九重町内の現地
で、高性能林業機械による伐倒、
造材作業や林業専用道等を見学
しました。

12

11

10

11

翌 日には、治山グループに
よる鶴見岳での工事箇所の状況
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14

ボランティア活動する女性職員

職員へ心の健康づくりの講話を
る日」の活動として、署員 名
行っていただきました。
が参加して、九重町の牧ノ戸峠
この講話は、当署の「心の健
周辺の国有林でミヤマキリシマ
康づくり」計画に基づく講話で
の刈り出し作業を行いました。
署内職員約 名が参加しました。 「くじゅうの自然に感謝する日」
とは、私たちに多くの恵みを与
えてくれるくじゅうの自然に感
謝することを趣旨として、賛同
する多くの団体が環境保全のた
めの一斉ボランティア活動を行
うものです。

講話では、事例を交えながら
職場でメンタルヘルスに問題が
ある者がいる場合の対処法とし
て①体のケアや運動を日頃から
化継承の要望を結びつけること
定期的に行う等のセルフケア、
により、日田市や日田祇園山鉾
②組織のトップが毅然とハラス
振興会から謝意もいただくこと
メントに対処することを明確に
もできました。今後も、様々な
表明する等の職場によるケア、
場面での地域との連携を図りな
③家族・職場等の対応が限界な
がら「現場の声を聞く」取組を
場合に医師等の専門家によるケ
進めていきたいと考えています。 アがあることを学びました。
この講話を通じて心の健康づ
くりに関する知識・技能の習得
に繋がればと願っております。

10

治山工事現場を見学する様子

30

【大分西部森林管理署】 月
日、「くじゅうの自然に感謝す

12

心の健康づくり講話の様子

12

勢揃いした山鉾（ＪＲ日田駅前）
【宮崎南部森林管理署】 月
日、当署会議室において、山田
隆司先生（医療法人同仁会 谷
口病院副院長）を講師に招き、
10

車輪用材の適性を検討
製材の様子
採材の様子

調査に同行し、別府市内での現
会」を開き、一般参加者及び当
地で、谷止工の設置状況を見学
署職員など 名が参加しました。
しました。帰署後、入庁４年目
講師には環境省希少野生動植
の当署野田真治技官から、公務
物種保存推進員の乙益正隆氏を
員として取り組んでいることや、 迎え、アブラチャン（ニッケの
採用試験に向けての心構え等を
匂い・燃えやすい）、カナクギ
聞き取りました。
ノキ（メンパの釘の代わりに利
両君とも２日間のインターン
用）アオジクユズリハ（庭には
シップに熱心に取り組み、「い
植えない・何でも譲ってしまう）
ろいろなことを知ることができ
等植物の特徴や人の暮らしとの
勉強になった」とのことでした。 密接な関わりなどについて、ユー
将来、ともに働けることを楽し
モアあふれる説明があり、参加
みにしています。
者は真剣にメモを執りながら聞
き入っていました。
当日は、秋晴れの天候にも恵
まれ、野鳥の鳴き声にも耳を傾
け、秋の季節を感じながら自然
にふれあう一日となりました。

28

13

観察会に参加されたみなさん

10

15

めて作った農産物をたくさん味
わってもらいたい、また林業コー
ナーでは最新の林業技術のパネ
ル展示や体験もできますので、
【大分森林管理署】 月 日、
森林・林業への関心を深めても
日の２日間にかけて、大分県
らいたい」と挨拶がありました。
農林水産祭実行委員会、大分合
林業部門の出展者は、大分県
同新 聞 社 主 催 によ る 、 大 分県
森林保全課、森林研究・整備機
農林 水 産祭 【 農林 部 門】 「お
構 大分水源林整備事務所、大
おい た み の り フ ェス タ 」
分県森林組合連合会等、合計４
が、別府市の別府公園において
６の団体が出展し、それぞれ工
開催され、大分森林管理署は
夫を凝らしたクイズや取り組み
「国有林コーナー」を設けて森
のパネル展示等を通してＰＲし
林・林業の役割や木のもつ温も
ていました。
りなどにふれていただきました。 大分森林管理署の「国有林コー
本年度の農林水産祭では、当
ナー」では、丸太切りやモック
署から中嶋紀光地域林政調整官
ンづくりが賑わい、丸太切りで
が運営委員会（林業部門）の構
は、鋸を持って木を切ることが
成メンバーに入り、会場の配置、 初めての子どもが多く、お父さ
注意事項など検討段階から参加
んに手伝ってもらったりしなが
し準備を進めてきました。
ら挑戦していました。モックン
づくりでは、お母さんと一緒に
つくっている光景が見られ、出
14

10

13

開会式では、主催者を代表し
て、実行委員長の広瀬勝貞大分
県知事から、「生産者が丹精込
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現地説明を行う草野森林官
に続いて、当署の一口竜也森林
技術指導官から本年度の外来種
（アブラギリ）駆除対策事業の
概要について説明を行いました。
その後平瀬国有林に移動して、
本年度の事業予定箇所及び昨年
度に実施した箇所について栗生
森林事務所の草野誠森林官より
説明を受けた後、参加者で現地
のアブラギリの侵入状況や駆除
後の状況を確認しながら活発な
意見交換を行いました。
なお、この一帯は世界自然遺
産地域の周辺地区に位置してお
り、世界自然遺産地域内へアブ
ラギリが侵入しないように、平
成 年度より駆除事業を継続的
に実施しています。
最後に次回連絡会に向けて、
島内西部に侵入しているアブラ
ギリについて会員による駆除作
業を実施することで調整してい
くことを確認し終了しました。

丸太切りに挑戦する親子

23

【屋久島森林管理署・屋久島森
林生態系保全センター】 月
日、当署会議室及び平瀬国有林
の現地において、本年度第２回
目の屋久島外来種対策行政連絡
会を当署・保全センター、環境
省、鹿児島県、屋久島町、（公
財）屋久島環境文化財団の関係
者 13
名が参加して開催しました。
まず当署会議室において、古
市真二郎屋久島森林生態系保全
センター所長の司会進行により、
屋久島町担当者からの情報提供

広瀬大分県知事挨拶

実行委員長

【熊本南部森林管理署】 月
日、あさぎり町の白髪岳国有林
内において、当署主催、球磨地
域振興局共催による、山の日記
念イベント「森の恵・自然観察
10

【大隅森林管理署】 月 日、
当署会議室において「肝付町北
方地域森林整備推進協定」の調
印式を行いました。

来上がっていくにつれて子ども
の表情が達成感へと変わり、完
成と同時に「出来た～」とお母
さんに自慢している姿が印象的
でした。
その他にも、森林・林業の冊
子を配布したり、森林の働き、
明治１５０年を記念した国有林
や治山事業の歩み等のパネル展
示をする中で、大分森林管理署
の取り組みを来場者へ紹介し、
森林・林業への理解を深めてい
ただきました。

の４者による協定です。
などの取扱いについて丁寧に指
内之浦地区の岸良地域におい
導して頂きました。
ては「内之浦地域森林整備推進
協定」が平成 年に締結されて
おりましたが、北方地域におい
て森林所有者が異なることから、
以前 の 協定 を 肝
｢ 付 町 岸 良地 域
森林整備推進協定」と改名し、
本協定を新たに締結しました。
当署においては３件目の協定
締結となり、九州局管内では平
成 年８月以来の 協定締結と
なりました。

17

17

10

15

【大分森林管理署】

月

日、

佐伯市宇目の小日平国有林１０
３３林班において、国有林野事
業で実行している請負事業体の
労働安全衛生確保対策の推進を
目的として、佐伯労働基準監督
署、大分水源林整備事務所、
（株）山﨑産業、清川産業（株）、
当署から坂本和隆大分森林管理
署長をはじめ 名、総勢 名が
参加しました。
はじめに、坂本署長から、
「本日の点検対象である治山事
業は山地災害から国民の生命・
財産を守る等の重要な事業であ
り、それを実現するために安全
確保は必須です。本日の協議会
が労働災害未然防止のため有効
な場となるようお願いします」
と挨拶がありました。
つづいて、池辺雅文佐伯労働
基準監督署長から、「当監督署
管内での平成 年度労働災害の
現状について、昨年の労働災害
発生件数を上回ることが予想さ
れることから、労働災害の未然
防止については事業主が率先し
て安全対策に取り組むことが重
要」と挨拶がありました。
現地は、平成 年９月の台風
号の影響により、山腹（面積
０ １９ヘクタール）が崩壊し、
下流域の市道に被害を与えたた
め、早期に復旧工事を進め崩壊
した斜面の安定と早期緑化を図
り、下流域を保全することを目
的として実施しています。
18

.

15

30
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監督職員の中村健一治山技術
官から概要説明と、受注者の清
川産業（株）河野 泰幸現場代理
人から工事の進捗状況、安全管
理対策について説明を受けた後、
施工箇所の「斜面の浮き石の有
無」、「落石による安全対策の
状況」、「法面施工に係る安全
対策」等、危険因子がどこに潜
んでいるか、また危険因子に対
してどのような対策を講じてい
るか点検し点検結果の発表を行
いました。

最後に、池辺佐伯労働基準監
督署長から、①モノレール設置
に係る届出、②地山掘削作業に
おける作業開始前・後の点検計
画、③ロープ高所作業における
身体保持器具（ハーネス）の着
用義務の改正点等の説明があり、
参加者は、今後の労働安全対策
に活かし労働安全衛生の確保を
目指していくこととしました。

治山復旧工事現場での安全点検

行政法律相談の様子

また、古市真二郎屋久島森林
生態系保全センター所長、坂本
雄二主任事務管理官等の案内に
より、屋久島内で登山ルートと
しては最も利用者が多い荒川登
山口から大株歩道入口までの森
林軌道と大株歩道入口から縄文
杉までの登山道の状況を現地確
認して頂き、現場管理等に関し
て法律の専門家の視点から点検・
チェックを行って指導して頂き
ました。
当署及び保全センターとして
は、今回の野口弁護士からの指
導内容を踏まえて今後の屋久島
国有林内のリスクマネージメン
トに反映させ、引き続き適切に
管理経営していく考えです。
【屋久島森林管理署・屋久島森
林生態系保全センター】 月
日から 日に、九州森林管理局
の野口敏夫顧問弁護士が両角実
総務企画部長と山部義臣総務課
長の案内により、屋久島国有林
内の登山道や森林軌道のリスク
に関する現地調査のために屋久
島を訪問されました。
今回の現地調査では、当署会
議室において法律相談として川
畑充郎屋久島森林管理署長をは
じめ署職員に対して、過去数年
間で野口弁護士に相談が寄せら
れた屋久島に関する事例につい
て解説を頂くとともに、登山道
や森林軌道の管理責任など想定
されるリスクに対するリスクマ
ネージメントや屋久杉の流出木

17

４者協定後の記念撮影
当署管内にある肝付町内之浦
北方地域の対象森林面積約３５
６４ヘクタールにある肝付町有
林、鹿児島県森林整備公社、私
有林 内
( 之 浦森 林 組 合 、
) 国有 林

10

10

27

23

26

29

28

現地にて挨拶する川畑署長
13

10

19

配布し、山上マナー・山での行
動の注意喚起、高山植物の保護
啓発や登山道・自然遊歩道等の
ゴミ拾いを目的に実施しており、
当日も一般の登山者に対してチ
ラシ「くじゅう（国有林）へ入
林される皆様へ」を配布しなが
ら注意喚起を行いました。
当署においては、今後もくじゅ
う地区高山植物保護対策協議会
のメンバーとして、関係機関と
連携して高山植物の保護等に努
めていくこととしています。

10

17

（１）働くことの意義や自己の
職業適性将来設計について考え
を深める。（２）主体的な職業
選択能力や職業意識を育成する。
とされています。
３名の生徒は、公務員志望で
あり、将来的には自然を相手に
できる職業に就ければとの思い
から、長崎森林管理署にインター
ンシップを希望しました。
１日目は、署内で署長等から
国有林野情勢や九州局管内及び
長崎森林管理署の概要説明等を
受けた後、眉山治山事業所に移
動し、田上誠総括治山技術官か
ら治山業務の重要性及び眉山観
測システムの説明を受け、眉山
の治山現場では実物の導流堤等
に触れ、その重量感や工事請負
金額等に驚いていました。

２日目は、大村森林事務所の
保育間伐活用型の現場で、中川
裕司総括森林整備官から森林官
の業務及び保育間伐活用型につ

眉山の治山現場で導流堤を説明

18

30
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いて説明を受け後、実際に稼働
する高性能林業機械に興味を示
し現場代理人に鋭い質問をして
いました。
午後からは、巨木百選にも選
ばれている萱瀬スギ（大名杉）
や萱瀬ヒバを視察し、若手職員
からその説明を聞き、樹髙等の
測定ではバーテックスを使って
の方法を学びました。
３日目は、普賢岳生物群集保
護林・野岳イヌツゲ希少個体群
保護林を妙見岳山頂から遠望し、
鮮やかな紅葉に感動しつつ、保
護林やレク森を長崎森林管理署
が管理していることに驚いてい
ました。

生徒達からは、「今回のイン
ターンシップを通して、今まで
知らなかった森林管理署の仕事
を体験することができ、国有林
野事業について、より深く知る

長崎署玄関前で生徒と職員が記念撮影

湧蓋山パトロールの様子
【長崎森林管理署】長崎県立諫
早農 業 高校 の 環境 創 造科 第 ２
学年の生徒３名を 月 日（水）
から 月 日（金）までの３日
間インターンシップとして受け
入れました。
インターンシップの目的は、
19

広総括森林整備官から屋久島署
における生産・造林事業の一貫
作業システムの検討状況につい
て、後藤一哉主任森林整備官か
ら事業箇所の概要について、志
戸祐二小瀬田森林事務所森林官
から路網作設や伐採の進捗状況
等について説明がありました。
その後、参加者で現地におい
て事業の実行状況を確認して、
活発な意見交換を行い有意義な
研修会となりました。
当署としては、引き続き屋久
島における長期育成循環施業の
調査方法から事業実行までの技
術的な様々なノウハウを蓄積し
ていき、民有林で実施する際の
参考となるように努めていく考
えです。

【熊本森林管理署】 月 日、
くじゅう地区高山植物保護対策
協議会のメンバーである熊本森
林管理署、大分西部森林管理署、
環境省くじゅう自然保護官事務
所、九重の自然を守る会等から
名が参加し、小国町と九重町
の境界に位置する湧蓋山（１４
９９メートル）ルートのパトロー
ルを実施しました。
このパトロールは、入山者の
多い夏休みと秋の行楽シーズン
期間中に、登山者へチラシ等を

10

【屋久島森林管理署】当署では、
本年度より屋久島では初めてと
なる長期育成循環施業を実施す
ることとして、生産事業と造林
事業を一括発注して現在愛子嶽
国有林２０５林班で事業実行中
です。
このような中、 月 日に、
森林整備事業（誘導伐・密着造
林型）を進める上で必要な知識
の習得と施業技術の向上を図る
ことを目的に、当署職員をはじ
め島内の林業事業体、鹿児島県
屋久島事務所、鹿児島県森林整
備公社等の民有林関係者の総勢
人が参加して、平成 年度の
森林整備等研修会を開催しまし
た。
10

研修会では川畑充郎屋久島森
林管理署長の挨拶の後、山邉隆

35

10

おおいた林業アカデミーは、
すでに半年が過ぎこれまで林業
の基礎知識、下刈り実習を通し
て保育作業の技術を習得してい
ます。
今後、実際に伐採作業のカリ
キュラムも組まれていることか
ら、６名の研修生の皆さんがさ
らに林業技術を習得して、大分
県内の林業分野で就業し活躍さ
れることを期待しています。

【宮﨑北部森林管理署】 月
日、延岡市北方町上鹿川におい
て地域住民が中心となり、森づ
くり活動を行っているフォレス
トマントル上鹿川と宮崎北部森
林管理署が協同した植生保護柵
設置を実施しました。

当活動は、多様な活動の森づ
くり活動の協定に基づき、フォ
レストマントル上鹿川が鬼の目
山地域の国有林について、森林
パトロール、自然観察会、歩道
の草刈り、ゴミ拾い活動、シカ
による獣害等により荒廃の進む
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づくり、木工教室を行いました。
星岳展示林は、スギ・ヒノキ
当日は晴天ということで、会
林を列状間伐、帯状間伐、放射
場への来場者も多く、木工教室
状間伐、対照区の８区画に分類
では順番待ちとなるほど盛況で
しています。
した。対応した職員も対応に忙
現地研修では、植薄和彦森林
しい状況でありましたが、地域
技術指導官、川原博主任森林整
住民の方に木材にふれあう良い
備官 か ら 「 間 伐の 推 進 が課 題
機会となり、有意義な普及活動
となる中、間伐に関する知識の
がなされ閉会しました。
普及への足がかりとなり、地域
林業を支え地域の森林の整備を
促進する目的から極めて有効で
あるとして、面的まとまりを持っ
た国有林のフィールドに設定し
た」という展示林を整備した経
緯や、間伐の目的、手法などに
ついて展示林内の各区画を進み
ながら研修を行いました。

説明を聞いた研修生は、列の
入った間伐実行箇所を見ながら
林冠の閉鎖状況や残存木の生育
状況を見ながら、残存木が揃っ
た林分、搬出する場合の作業効
率性等それぞれが持つ特徴を学
びました。

展示林の概要説明する植薄指導官

ことができた。
今後は、インターンシップで
学ばせていただいたことを活か
して進路決定に繋げていきたい。」
とのお礼文が届きました。

【大隅森林管理署】 月 日、
鹿屋市県民健康プラザにおいて
「おおすみ木材まつり」が開催
され当署も参加しました。
木材まつりは、鹿児島県産材
に理解を深めてもらい、その普
及と需要拡大及び林業・林産業
界の活性化を図ろうと鹿児島県
や林業関係者などが主催し 回
目の開催となりました。

大盛況な大隅署ブース

活動に参加された地域の方々

森の巨人１００選の鬼の目杉

【大分森林管理署】 月 日、
「森林ネットおおいた（重本悟
理事長）」からの要請を受け、
由布市庄内町に所在する星岳国
有林内の間伐展示林において、
６名の研修生を対象に、森林ネッ
トおおいた２名の職員の参加を
得て実施しました。本年度、国
有林のフィールドを活用して現
地研修を行うのは８月につづい
て２回目となります。

星岳間伐展示林の看板

22

20

当署からは、イベント会場に
森林管理署のブースを設置し、
パネルの展示やしおり・バッジ

10

10

25

28

今回，青山学院大学が会心
のたすきリレーで勝利した出

てとても楽しみにしているス
ポーツイベントでもある。

種目に取り組んでいた私にとっ

箱根駅伝の大学三大駅伝は，
若い頃陸上部に所属し長距離

雲駅伝を皮切りに 月の全日
本大学駅伝，１月２～３日の

雲駅伝が開催される。この出

新設した。次から次に打ち出
される先進的な行政への取り

の情操面にもプラスになると
いうことで木造校舎の学校を

ム建設では国内初の木造りの
ドーム球場を実現し，子供達

の樹医制度を創設し，出雲ドー

文化の継承である。岩国氏は
山陰の小都市の出雲で世界初

この岩国市長で実現したも
うひとつの大きな財産が木の

いな い。

景を理解した上で，新たな時

の文化や水との関わりが深く
根付いている。そういった背

そして，わが国の文化にも木

しい国とはいわれるが，森林
資源や水資源は豊かである。

の３分の２を占め，資源の乏

ていく必要のあるもの とは何

というものにもう一度 思いを
はせて，日本人が今後 継承し

持つ意味や先人の残し た教訓

ＩＴからＡＩへ時代 が進展
していく中，わが国の 文化の

る人間には必要なので はなか
ろうか。

代を切り開き，そして 次世代
へ繋いでいく姿勢が今 を生き

【屋久島森林管理署】 月 日、
鹿児島県屋久島事務所からの依
頼を受けて、屋久島林業技術者
研修会の中で川畑充郎屋久島森
林管理署長が、「これからの屋
久島林業について」と題して講
話を行いました。
この研修会は、鹿児島県屋久

は不変のものであり，地球の
環境に自然はなくてはならな

ＡＩの時代が到来しても人間
の積み重ねてきた文化の価値

ていくものである。たとえ，

ていくものではなく，今まで
の文化の重層を土台に築かれ

うか。
文化とは上書きされて消え

なのかをもう一度熟慮すべき
段階に来ているのではなかろ

島事務所主催により屋久島町内
の指導林家、指導林業士、森林
施業プランナー等を対象に林業
技術者のスキルアップを目的に
昨年度から開催されているもの
で、当日は鹿児島県や屋久島町
などの行政担当者を含め 人が
参加しました。
講話では、川畑署長から現在
の国内及び鹿児島県内の林政動
向について解説し、屋久島林業
の現状と課題を踏まえた上で、

奥山 嘉邦さん
毎年 月の体育の日は，出

シカネットを張る作業
この街の観光にとって大きな
プラス効果を生み出したに違

年にわたり紹介できたのは

30

といえる。（鹿児島市在住）

制度設計にとって今後も永続
的に必要不可欠のものである

との対話の文化は，この国の

過去の文化は木と密接な繋が
りがあった。日本固有の自然

過去からの継承といった側面
がなくてはならない。日本の

岩国市長の例のように新た
に優れた制度を設計するには，

28

等の環境保全活動の一つとして

雲駅伝であるが，メリルリン
チ上席副社長から出身の出雲

組みにも森林国日本の木の文

シカネットの支柱を運搬する方々

森林について植生の回復を図る

市長に転身した岩国哲人市長

わが国は，森林面積が国土

化や日本の伝統の継承といっ
たものが礎となっていた。
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毎年行っているものです。
心地よい秋晴れの中、植生保
護柵の資材を参加者全員で運搬
し、毎年モザイク状に設置して
いた植生保護柵を更に付け加え
るよう作業を行いました。
地域住民と国有林が連携し森
の巨人１００選である鬼の目杉
とその周辺地域が、より豊かな
植生となること、次の世代に引
き継ぐ活動のモデルになること
を願っております。

の発案で平成元年に始まった
ものであり，駅伝という２時

いものである。

間以上の番組を通じて出雲を

11

31

早朝の知床（Ｈ29年7月23日撮影）

10

10

（九州森林管理局総務課）
谷端 美菜子【鹿児島署】
福岡署森林官
由谷 浩一【北薩署】
鹿児島署森林官
園田 泰夫【福岡署】
退職
月 日付発令
豊泉 拓磨【西都児湯署】

いたカレンダーを作成し、当署
にプレゼントしていますが、
月 日に年長組の園児 名がお
面やカツラで仮装しやってきま
した。
園児は、紅葉やイチョウの落
ち葉で秋の山々を表現したカレ
ンダーをみんなで掲示板に貼り、
そのお礼に職員からお菓子のプ
レゼントを貰い笑顔で帰って行
きました。
この園児達が、大きくなって
森林・林業の応援団になってく
れることを期待して見送った１
日でした。

朝夕の冷え込みが厳しくなり、
各地 に おい て紅 葉の 季節 と な っ

てき ま した ▼と ころ で「 紅 葉 狩

り」 っ て何 故？ 花見 のよ う に 葉
見や 紅 葉見 では なく 狩り と い う

ので し ょう 。一 つに は、 狩 猟 を
して い た人 々が 農耕 民族 に な っ

てい っ たが 、狩 猟時 代の 名 残 り

で紅 葉 をめ でる 事を 狩る と 言 っ
た説 （ その 為、 現在 、花 見 と 呼

んで い る春 の桜 の花 見を 、 桜 狩
りと 呼 んで いた 。） また 、 長 野

県に 残 る民 話「 鬼女 伝説 」 と い
うお話があります。このお話は、
ロウバイと言えばあなたの頭
に浮かぶのは花の内部が暗紫色

蝋細工のようであり、かつ臘月

名前は、梅に似た半透明でに
ぶいツヤのある花びらがまるで

して人家に植えられています。

す。
花の少ない正月頃から咲きま

に、強い芳香がある花を開きま

短毛を散生します。
月～２月葉が伸びるより先

は緑色、ざらつき、下面淡緑色、

この 話 が、 紅葉 狩り のル ー ツ と

人の心を惑わす”鬼女「紅葉」”

ですか、それとも花全体が黄色

（ろうげつ：旧暦 月）に咲く
ことからと言われています。

する 説 です 。元 々、 何か を め で
る事 を ○○ 狩り と称 して い た の

が退 治 する とい うお 話で す 。 信
州地方は紅葉のメッカですので、

を朝 廷 より 鬼女 退治 を命 ぜ ら れ
た平 惟 茂（ たい らの これ も ち ）

の花を思い出しますか。暗紫色
がロウバイで、花全体が黄色は

葉は有柄、対生し時にわずか
すので、寒い中に身をかがめな
にずれます。卵形先端は鋭尖形、 がら歩いていると、垣根越しに、
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ソシンロウバイと言います。私
達が目にするのは半々の割合で

18

でし ょ う。 ”花 見” とい う 言 葉
の方 が 、後 発な のか も知 れ ま せ

31

強い芳香にはっとさせられ、鮮
やかな黄色の花が印象に残る花

【宮崎南部森林管理署】日南幼
稚園児達は、毎月季節の絵を描

31

全縁、縁に短毛を散生し、葉面

です。

月

日 （木 ） より 狩猟 が

ん▼ こ れか ら紅 葉を 目当 て に 登
山さ れ る方 も増 える と思 い ま す

が、

解禁 と なり ます 。狩 猟対 策 は も
ちろ ん のこ と、 十分 な装 備 と 登

果実は、花托が成長して、焦
げ茶色の長卵形の偽果となり、

内部に１～４個の紫褐色、長楕
円形のそう果があります。果実
しょう。
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10

はないでしょうか。鑑賞花木と

来署した日南幼稚園児の仮装姿

を見られたらびっくりされるで

15

12

山届 を 提出 し、 艶や かな 紅 葉 を
満喫してください。（よ）
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熱く講義する川畑署長
苗木生産体制、屋久島地杉の需
要拡大、林業担い手の確保など
これからの屋久島林業の復活の
ために必要な提案を行いました。
また現地研修として、現在建
設中の屋久島町の新庁舎及びそ
の建築資材を加工している木材
加工施設において、屋久島町担
当者から説明を受けました。
当署としては、引き続き屋久
島の林業を牽引するため、国有
林だけでなく民有林を含めた地
域の林政課題に民有林関係者と
連携しながら取り組んでいく考
えです。

異動
月１日付発令
林野庁林政部木材利用課
長谷川 聡【宮崎北部署】
林野庁林政部林政課
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