る６の森林計
画区で計画の

の目的、林野行政の動向、今後
の課題等について紹介するとと

懇談会では、冒頭、原田隆行
九州森林管理局長より、懇談会

の策定等について」ご審議いた
だきました。

委員からは、「シカ対策に当
たってはニホンカモシカの錯誤

捕獲を避けるべき」。「渓畔林

の保全は長期的には災害に強い
自然林型への再生も考えるべき」

などのご意見をいただきました。

その後 、 平
｢ 成 年度 九州森
林管理局重点取組事項について」
及び「国有林野の管理経営に関

監理士（フォレスター）の登録
者数の増加が必要」。「木材の

する法律の改正について」意見

をいただきました。
委員からは、「民国一体で成

新規需要開拓により、無垢材や
優良材の 値崩れが 心

最後に 、井口真 輝
計画保全 部長より 、

どのご意 見をいた だ
きました。

経営には 、大径材 の
用途拡大 が必要」 な

配」「持 続的な林 業

長産業化を進めるには森林総合

発言される委員（安達会長）

「国有林野
の管理経営に
関する法律」
等に基づき、
地域管理経営

変更が予定さ
れていること

もに、計画の策定・変更案につ

30

計画及び国有
林野施業実施
計画策定等に
係る有識者懇

年度

談会を、３月
１日に開催し
ました。
平成
は、筑後・矢
部川森林計画
区 福
( 岡署）
をはじめとす
る６つの森林
計画区で計画
の 策 定 。 ま た、
対馬森林計画
区（長崎署）

から、有識者

いて忌憚のないご意見を賜りた
いとの挨拶がありました。

をはじめとす

委員の皆様よ
り計画の内容

その後、九州大学大学院の吉
田茂二郎教授が座長に選出され、
議題である「地域管理経営計画

活発な議 論へのお 礼

と、今後 、いただ い
たご意見 を踏まえ 、

国有林の 持つスケ ー
ルメリッ トを活か し

た取組を 更に強化 す

るとの決 意を申し 上
げ、懇談 会を終了 し

ました。
（担当＝計画課）
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座長を務め頂いた吉田教授
挨拶する原田局長

についてご意
見をいただき
ました。

有識者懇談会の模様

30

２月
日
及び
日、
今年度第２
回目の屋久
島世界遺産
地域科学委
員会と同委
員会のヤク
シカ・ワー
キンググルー
プ（ＷＧ）
の会議が鹿
児島県市町
村自治会館
において開
催されまし
た。
また、高層湿原の保全対策に関し
ては、２０１９年度に水の収支や
地下水位の変動、木製歩道が流水
に与える影響について、モニタリ
ング調査すること、試行的な保全
対策を講じていくことについて報
告しました。
また、前日に開催されたヤクシ
カＷＧでは、ヤクシカの生息状況
等について説明し、委員からは
「調査方法によって調査結果に相
違があるのは適切にデータを収集・

平成 年度国有林間伐・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。
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
い手の育成に
積極的に取り
組むとともに、
高い生産性を
達成した優れ
た事例を表彰
するものです。
今年度は、
南那珂森林組
合（宮崎県串
間市）が実施
した事例が林
野庁長官表彰
の優秀賞を受賞され、また株式
会社多良木材（佐賀県吉野ヶ里
町）、小村木材合資会社（宮崎
県宮崎市）、株式会社山崎産業
（宮崎県延岡市）が実施した３
事例が九州森林管理局長表彰の
優秀賞を受賞されました。
今年度の受賞のポイントとし
ては、長官表彰に輝いた南那珂
森林組合の事例は、「高性能林
業機械を活用した生産性向上及

び労働災害の軽減」が高く評価
されたものです。また、局長表
彰を受賞された３事例について
は、「列状間伐と高性能林業機
械の導入による伐倒、集材コス
ト削減」、「グラップル型バケッ
トとフォワー
ダ２ 台の 導
入に よる 生
産性の向上」、
「列 状間 伐
と高 性能 林
業機 械の 組
合せ によ る
コス トを 削
減」 、「 担
い手の育成」
など がそ れ
ぞれ 高く 評
価さ れた も
ので す。 表
彰式終了後には、生産性の向上
や再造林コストの縮減等につい
て受賞者からの貴重な意見を伺
い、今後の事業に役立てるため
に意見交換会を実施しました。
九州森林管理局のホームペー
ジに各受賞事例の概要を公表し、
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とし
ています。
（担当＝資源活用課）

コンクール受賞者の皆さんと

日の委員会では山岳部の利用のあ
り方や高層湿原の保全対策等の具
体的な検討状況についてご説明す
る。忌憚のないご意見を賜りたい」
と挨拶。
続いて、荒木耕治屋久島町長か
ら「世界自然遺産地域の保全や活
動にご尽力頂いていることに感謝
する。屋久島の貴重な自然が次世
代へ価値が損なわれることなく引
き継がれるよう、町政として取り
組んで参りたい」との挨拶があり
分析されたかどうか疑問である」
「効果的なモニタリング調査の実

（担当＝計画課）

適切な保全・管理、ヤクシカの生
態系への影響、山岳部の利用のあ
り方などについて、今後も関係行
政機関が連携を図りながら対処し
ていくので、引き続きご指導ご助
言を賜りたい」との挨拶があり、
委員会を終了しました。

れ、達成度合をチェックするため
の指標等については、引き続き検
討することとしました。
最後に、九州地方環境事務所の
河原武統括自然保護企画官から
「科学的知見に基づく助言をいた
だき感謝申し上げる。高層湿原の

施、ヤクシカの生息個体数の把握
が重要」との意見があり今後の検
証を求められました。
さらに、森林生態系の管理目標
の策定について説明し、絶滅の恐
れのある固有植物種等の保全など
４項目を目標とすることが了承さ

ました。

委員会では、屋久島世界遺産地
域管理計画に基づく各モニタリン
グ調査の結果報告、遺産地域管理
計画の見直し、地域連絡会議構成

挨拶される荒木屋久島町長

から「屋久島
が世界自然遺
産に登録され
て 年目とな
る。この間、
登山者の急増
による登山道

冒頭、事務
局を代表して
原田隆行九州
森林管理局長

26
組織の見直しのほか、前日に開催
されたヤクシカＷＧ検討内容の説
明等を行い、委員からは、「遺産
地域管理計画の見直しは作業部会
を設けるなど進捗状況の把握に努
めること」「モニタリング調査の
見直しについては慎重に検討する
こと」などの意見が出されました。
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27

の荒廃やトイ
レの問題が大
きな課題とな
るとともに、
ヤクシカによ
る生態系への
影響が顕在化
してきた。本

25

30

３月 日に、本年度第４回目
の「国有林材供給調整検討委員
会」を開きました。
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。

シェアが伸びなければ、森林・
林業基本計画で示されている
年後の合板向け原木利用量６０
０万立方㍍の目標は達成出来な
いのではないか。
○製紙業界を取り巻く環境は年々
厳しくなっている。熊本県内の
製紙工場のフル生産に変化は無
いが、全国ベースの生産状況は
スローダウンしている。
従来、製紙用チップの原料と
なっていた原木が、輸出用原木
価格の高騰によりそちらに流れ
ているためチップ業界の原木集
荷にもかなり影響が出ている。
○これまで引っ張ってきていた
熊本地震の復興需要がこの辺で
ピークは過ぎたのかなと感じて
いる。
貸家、マンション、アパート
物件がバブル的になっていた反
動が来そうだなと心配している。
輸入材の代替需要に関しては、
同じ着工戸数でもシェアアップ
できる環境にあるのではないか
なと思っている。
○今年に入り製品の動きが徐々
に悪化してきている。ただしＫ
Ｄ材を中心に価格の方は何とか
横ばいで推移している。
過積載問題があり、トラック
検討委員会の模様

各委員からの主な意見は次の
とおりです。
○合板需要がここ数年好調な中、
昨年は国産材専門の合板工場が
新たに２工場出来たが、出荷量
は対前年比マイナスとなった。
合板生産のキャパがほぼ頭打ち
にきているのではないか。
合板需要の約半分を輸入合板
が占めているが、さらに国産材

は積む量を２～３割減らしてお
り、運賃を ㌫アップしてくれ
るよう原木・製品ともに要請さ
れている。
天候も良い時期が多かったこ
とから、市場への出材は順調だ
が、売れた材を運ぶにもトラッ
クが積める量が２割減った関係
で引き取りが進まず材があふれ
ている。
国有林材の供給調整を行う必
要は無いが、今後の動向は注視
していかないと一歩間違うと暴
落状態になる可能性も含まれて
いるのではないか。
○九州北部ではスギは需要が多
く、どれだけ出材量が多くても
大丈夫と言うくらいまで引き合
いがあるが、ヒノキはまだまだ
需要が少ない。
合板や輸出の原木需要は九州
では益々拡大してくると思って
いる。それに見合う生産が本当
にできるのかと心配している。
国産材が需要に追いつけないと
いうことになるとやっぱり安定
供給と言う面から国産材は信用
できないということになりかね
ない。
○近頃、バイオマス発電向けの
原木が足りない。地元でも値上
げして単価８０００円台もでて
きた。他の地域も暫くすると値
上げの話が出てくるだろうと言
う話も聞く。
国道、県道などの舗装道路を

走る運転手はいるが、山に入っ
てくる運転手は少ない。トラッ
ク木材輸送は問題が大きくなっ
ている。
○小径丸太の流れが変わってき
ている。輸出の商社等が小径の
曲がりまで取るようになった。
小径曲がりも前回の市で輸出
用で９９００円／立方㍍ついた。
チップ用やバイオマスに流れて
いたものが、この価格を知って
市場に出てくるようになった。
今後は市売りから直送に移行
するのかなと思っていたが、値
段の動きや買い方の動きによっ
ては市場の集荷のやり方もまだ
まだあるのかなと思っている。
（担当＝地域木材情報分析官）

【西都児湯森林管理署】２月８
日に西都市立茶臼原小学校にお
いて「木と子供のふれあい教室」
を開催しました。

釘が真っ直ぐに打ち込めたかな

13

10

20
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熱心に本立てを製作

当日は気温が低く寒い中、小
学４年生から６年生までの生徒
名を対象に、西都市役所をは
じめ、地元関係者の協力のもと
「竹林整備と竹製品について」、
「森林と仕事」、「木工品作成
（木製本立）」を行いました。
子供達は森林の役割や、生活
の中にある森林に係わる仕事を
みんなで考え学び、竹を使用し
た腰掛けや椅子などの製品を肌
で感じていました。また、自分
だけの木製本立作りでは、釘が
曲がってしまったり慣れない作
業の中、互いに協力し作業を楽
しみながら本立を完成させるこ
とが出来ました。本立を作成し
た後、グライダーの様に飛んで
いくアルソミトラの種の模型を
作り、どうすれば上手に飛ばせ
るか模索したり、飛距離を競い
合ったり皆で楽しそうに学び、
終始笑顔の多い森林教室になり
ました。
次世代を担う子供達が「森林

28

森づくり祭に参加された皆さん

【屋久島森林管理署】３月５日、
鹿児島県木材銘木市場において
開市から 年の節目となる第２
４１回銘木市が晴天のなか開催
されました。当署からも本年度
２回目の委託販売として屋久杉
土埋木約 立方㍍のほかヒノキ
約２立方㍍、台風などにより倒
木したモミ約８立方㍍を出品し
ました。
当日は、鹿児島県内外より各
種銘木が出品され、全国から約
名の買方者を含め見学者約１
３０名が参加する中、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、次々
と競り落とされていきました。

鹿児島県の伝統産業用資材のみ
の販売となりますが、当署とし
ては少しでも細く長く生産・販
売出来るように取り組むととも
に、引き続き屋久杉の人工林の
需要拡大に関係機関と連携しな
がら取り組み、収入確保に努め
ていく考えです。

【熊本森林管理署】３月６日、
御船町役場応接室において、御
船町と熊本森林管理署との間で
「地域の安全確保に向けた森林
情報の共有及び長期的な森林の
育成に関する協定」締結式が、
御船町職員や熊本森林管理署員
及び報道関係者ら９名が出席し
実施されました。

協定締結式の冒頭、当署松永
善人森林技術指導官から協定締
結に至る経過等が説明された後、
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川畑充郎屋久島森林管理署長を
筆頭に、署の職員も「よろしく
お願いします」と声を張って市
を盛り上げました。
その結果、立方㍍３００万円
を超える入札が４椪あり、最高
入札単価は立方㍍当たり３６６
万円の値がつくとともに、平均
入札単価は立方㍍当たり約 万
円で取引されました。

当署では、長年にわたり鹿児
島県木材銘木市場において屋久
杉土埋木の委託販売を実施して
きましたが、今回の銘木市をもっ
て平成の時代とともにその歴史
に幕を下ろすこととなります。
これまで土埋木の市売りにご尽
力頂いた市場関係者や多くの買
方関係者のご協力もあり、最後
の市売りにふさわしい盛り上が
りの中、全椪を無事販売するこ
とができました。
今後、貴重で限りある資源で
ある屋久杉土埋木については、

調印後の藤木町長（左）森署長（右）

80

セリの始まり

植林の模様
後、関係団体や市民ボランティ
ア等、約１１０名の参加のもと
抵抗性クロマツ８００本を植樹
しました。今回の会場は、前年
度にマツカレハ食害による被害
を 受 け た 箇 所 で、
元の松林への再
生が期待されま
す。
この取り組み
は、地域との連
携により毎年実
施しているもの
であり、参加者
からは「自分の
植えたマツが大
きく育つのが楽
しみ」といった
声が聞かれるな
ど、参加者に身
近な海岸林に親
しみをもっても
らう良い一日と
なりました。

挨拶する松葉瀬部長

70

86

と仕事」の大切さと「木の温も
り」を感じることができるこの
貴重な体験を今後も続けていく
考えです。

【宮崎森林管理署】３月３日、
宮崎市の一ツ葉海岸林において、
宮崎市みどり推進会議との共催
により「平成 年度森づくり祭」
を開催しました。
当日は、前日から降り続いて
いた雨も止み、宮崎市の田上明
彦副市長、来賓代表等の挨拶の
30

30

はじめに、坂本和隆大分森林
管理署長から 「 本日の「佐伯
市傾山地域森林整備推進協定」
の運営会議は、今後の協定によ
る取り組みを充実させ、地域の
森林・林業発展に繋げる重要な
会議であります。また、森林整
備推進協定は民国連携の重要な
取り組みの一つであり、関係各
位から積極的なご意見をいただ
きた い 。」 と 挨拶 を 述 べま し
た。
本日の運営会議は、植薄和彦
森林技術指導官が進行を務め、
各機関から平成 年度の取組状
況、２０１９年度以降の事業計
画等の報告を行い、その後、今
後の運営会議の在り方について
意見交換を行いました。
会議の中では、平成 年９月

に台風 号の影響によ
り被災した西山林道の
復 旧 状 況 が 話 題 と な り、
髙倉邦彦総括森林整備
官から、対象森林へ通
ずる重要な林道である
西山林道は、平成 年
月に完成した旨の報
告を行いました。
また、事業計画を円
滑に進めるために、計
画箇所、路網整備のす
り合わせを行うなど森
林整備が効率的に進め
られるように取り組む
こととしました。
本日の運営会議で各機関から
出された意見を踏まえ、平成
年度は更に各機関と連携のもと
森林整備事業が円滑に進められ
るように取り組んで行くことと
しました。
意見交換の様子
12

18

30

【宮崎南部森林管理署】昨年、
宮崎で初めて日本の貴重な森に
認定された日南市北郷町の大荷
田国有林の猪八重渓谷で、公益
財団法人服部植物研究所の片桐
知之所長を講師に招きコケの勉
強会を開きました。
まず、署会議室でコケの基礎
知識を１時間ほど講義いただい
た後、猪八重渓谷に入り、五重

こけの基礎知識を学習

猪八重渓谷で観察会
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ケの森でもある猪八重渓谷を守っ
ていきたいと思います。

【屋久島森林管理署】３月 日、
屋久島地域森林整備推進協定の
平成 年度第２回運営会議を、
協定者である当署、屋久島町、
鹿児島県森林整備公社、屋久島
森林組合の関係者 人が参加し
て、島内に設定した森林共同施
業団地について鹿児島県屋久島
事務所会議室で開催しました。

30

20

18

13

会議は一口竜也森林技術指導
官の司会進行により、冒頭川畑
充郎屋久島森林管理署長の挨拶
の後、各協定機関から平成 年
度の事業実績及び２０１９年度
の事業計画が報告されました。
また、 年度・ 年度協定区域

19

の滝、流合の滝周辺でカクレゴ
ケやニチナンヤスデゴケ、オビ
ケビラゴケなどの希少種をはじ
め 種類以上のコケを観察しま
した。
20

参加者は、遊歩道のすぐ近く
で貴重なコケがあることに驚き
ながら、ルーペを片手に神秘的
なコケの様子を熱心に観察して
いました。
今後とも公益財団法人服部植
物研究所、日南市、地域の方々
と連携を図りながら、貴重なコ

運営会議の模様

30

協定者である藤木正幸御船町長
と森勇二熊本森林管署長による
協定書の確認と署名が行われ協
定が締結されました。
続いて、協定者を代表して藤
木町長から「今回の協定締結を
始めとし、町民が国有林を含め
て森林を活用するチャンスを得
た。森林での体験等（森の学校
など）、思い切った取り組みを
進めていきたい。」と挨拶、ま
た、森署長からは「御船町・吉
無田水源の約４１０㌶の国有林
と周辺の民有林について、林道
の被害や不法投棄などの情報共
有及び被害が発生した場合の復
旧への技術支援を行い、これま
で以上に御船町と連携していき
たい。」と挨拶しました。
最後に、協定者による記念撮
影を行い協定締結式を終了しま
した。

10

【大分森林管理署】３月７日、
大分森林管理署会議室において、
平成 年度「佐伯市傾山地域森
林整備推進協定」運営会議を、
大分県農林水産部森林整備室、
森 林 研究 ・ 整 備機 構 森林 整 備
センター大分水源林整備事務所
及び大分森林管理署から総勢
名が出席して運営会議を開催し
ました。
30

30

29

31

対馬にて運営会議

五島の現場で検討

五島にて運営会議
林業事業体が１社しかないこと
から、新たな参入を促進するた
めの勉強会を開催できないか。」
などの活発な意見がだされまし
た。
午後からは、これまで国有林
のフィールドで現地検討会を実
施していたものを今回は、対馬・
五島両地域とも林業公社有林で
行い、路網の開設や間伐後の状
況等について活発な意見交換が
なされました。
今後も離島ならではの林業の
課題解決に向けた取組を行って
いくことで運営会議を終了しま

対馬の現場で検討
ていきたいと考えているので協
力をお願いする。」との挨拶が
ありました。
会議が進行する中で、翌年度
に更新を迎える対馬地域では
「他県の取組事例等の情報が必
要である。」「労働力不足の中、
就労に対する勉強会の開催はで
きないか。」などの意見が出さ
れ、五島地域においては「現在
の協定枠組みをオブザーバーと
して参加いただいている県振興
局、林業公社、森林整備センター
の事業区域を含めた協定区域の
拡大ができないか。」「島内に

また、民有林の盗伐問題につ
いて、実際に現場へ足を運んだ
が、非常に境界が不明瞭で起訴
するのは難しい状況であり、境
界の確定明確化が喫緊の課題で
あるとの指摘もありました。
今回の研修は、司法警察員業
務のみならず通常業務の心構え
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にも通じるものでした。

【屋久島森林管理署・屋久島森
林生態系保全センター】３月
日から 日の３日間、屋久島内
で活動する屋久島山岳ガイド連
盟 古
(賀顕司代表 な
) ど３ 団 体 の
山岳ガイド延べ 人の方々が、
日頃から縄文杉等への登山客を
案内する際に利用している小杉
谷休憩舎の屋根補修のボランティ

15

16

した。

14

【宮崎南部森林管理署】３月
日、宮崎地方検察庁から古泉伸
彦検事を講師としてお招きし、
司法警察員の心構え、捜査に当
たっての留意事項等について研
修を行いました。
検事からは、捜査の基本とし
て厳正、公正、しかし謙虚な姿
勢で、先入観は排除すること、
被疑者と同じ土俵の上で相撲を
取らないこと（客観的な目線で
相手のペースに乗らないこと）、
自らの目で現場を見ること、プ
ラスの証拠だけではなくマイナ
スの証拠にも目を向けるべきで
あることなど「捜査の基本 項
目」を丁寧に説明していただき
ました。

13

ボランティアにて屋根補修

10

古泉検事による研修

内の各機関の施業予定箇所、屋
久島内の地杉苗の現在の生産状
況と将来に向けての生産目標、
第１回運営会議で現地検討した
奥岳２５２林道の現在の施工状
況等を説明し、今後の民国連携
した森林施業に繋げていくこと
等を説明しました。
続いて意見交換に入り、離島
が持つハンディの解消、森林整
備公社の更新伐の現在の検討状
況やドローンの導入による林業
労働者の労力軽減等の意見が出
され活発な意見交換を行うこと
ができました。
最後に参加者全員で今後の屋
久島全体の事業量の確保や主伐・
再造林の促進等について確認を
行い、有意義な運営会議となり
ました。

【長崎森林管理署】２月６日に
対馬地域、２月 日に五島地域
において民有林と国有林が連携
して間伐等の森林施業や効率的
な路網整備を推進するための森
林整備推進協定運営会議を開催
しました。
開催に当たって、秋山郁男長
崎森林管理署長から「林業の成
長産業化に向けて、この会議を
通じて民国の情報交換を行いな
がら、より良い森林整備を行っ
26

美樹子

ア活動を、昨年の６月に続いて
実施しました。
今回のボランティアには、当
署から山邉隆広総括森林整備官、
井誠喜森林官、三國稔典地域技
術官、山口聖技官、保全センター
から永山博美自然再生指導官も
同行して、ガイドの皆さんと一
緒に休憩舎の屋根の雨漏り箇所
を補修しました。休憩舎の清掃
と屋根の補修は昨年６月にも実
施して頂いていましたが、屋根

太田

応募しました。
モニター会議に参加し て、

と思って、国有林モニタ ーに

のだということを、もっ と大
きな声で伝えていかなけ れば

緑が温暖化を防ぎ、木の 根っ
こが大地を守ってくれて いる

果だと思っています。森 林の

や壁の補修が十分ではなかった
ため再度手直しをして頂きまし
た。
ガイドの皆さんの懸命な作業
の結果、休憩舎の屋根 山(側 は
)
見違えるように綺麗になるとと
もに、雨漏り箇所も今回の作業
で修復され、３月に入り登山バ
スも再開され、縄文杉などへの
本格登山のシーズンを迎え、ま
た雨の多い屋久島において引き
続き観光客に心地よく利用して

解しやすく、カラー絵入りは
本当に美しく、毎月届くのが

の各種資料は読みやすく、理

れている九州森林管理局のあ
り方に敬服しました。すべて

細かい取り組みを、こんなに
たくさん力を入れて仕事をさ

だただ感動して、本当にこと

頂けるようになりました。
【鹿児島森林管理署】３月 日
天城町役場町において、森田弘
光天城町長、山口輝文鹿児島森
林管理署長、徳之島エコツアー
ガイド連絡協議会の美延睦美会
長の三者で「剥岳林道及び三京
林道の利用に関する協定」の調

いかに多くの方々に情報が行
き届くかが重要かと思われま

この素晴らしい取り組みが、

うかとの私の心配は吹き飛び

印式を行いました。
この協定の目的は、「奄美大
島、徳之島、沖縄島北部及び西
表島」の世界自然遺産登録を見
据え、希少種保護と林道利用の
調整を図るとともに、国民の理
解と協力を得ることが目的です。
両林道を含む周辺国有林は、平
成 年３月に奄美群島森林生態
系保護地域に指定され世界自然
遺産推薦地にも含まれているこ
とから、今後、両林道について

事だと思っています。

安心しました。
日本中のあちこちで行われて
今 後 は 、 九 州 森 林 管 理 局 の、 い る の で す か ら と ん で も な い

ました。管理局の皆さんの熱
意と努力を本当に強く感じ、

地域の 才以上の高齢の方々
はこう言います。『人間は、

か 軒の小さな集落の、すぐ
そばの山の現実です。これが

工場が一棟出来ました。わず

自分で自分の首をしめている。
山の木が植

通 し て、 仕 事 を さ せ て い た だ き た い と
その内
容の素

切らないで！」と、大きな声
で伝えたいです

50

（福岡県川崎町在住）

す。そして私にできる事は、

さを忘れている。このまま山

わっている
ことの重大

私が知り得た事を最低限、地

の木を切り続けたら、１００
年後、いや 年後には日本は

管理局って
一体どんな
組織で、一丸となって成立し

域の方々にほんの少しでも語
る事、子や孫に伝え続けてい

舎 で す 。 結 婚 し て 年 の 間 に、
私は、絶対にそうならない
その山を伐採して、障害者授 ように、「もうこれ以上木を

モニターになってこの一 年、
毎月送っ
ていた

ているのだろうか、仕事をす
るってこういうことなのでは

崩壊する。孫やひ孫たちはど
うやって生きていくのか・・・』

私 は 、 地 球 温 暖 化 や 、 地 震 ど ん な ふ う に 発 言 し よ う か と、 とても楽しみです。
や ゲ リ ラ 豪 雨 時 の 山 く ず れ は、 あ れ こ れ 思 案 し て い ま し た が、 九州森林
まぎれもなく森林の伐採の結

だいて
いる各

な か ろ う か と 感 動 し て い ま す。 くことだと思っています。
私が 才若かったら、一緒に
ちなみに私の住んでいる所
心から思うほどです。
この一年、管理局の各種資

産施設が一棟、老人保健施設
が二棟、カボスジュース製造

と。

料を見せていただいて、これ
からの日本はどうなるのだろ

は、山と田んぼに囲まれた田

晴らし
さにた

50

50
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25

種資料
に目を

80

38

19

成人の日お孫さんと

調印を終えた三者方

は、原則として同協議会の認定
ガイド同行での入林をお願いす
ることとしました。
協定にあたり森田町長は「地
域と一体となり世界に誇れる自
然を守りたい。」、美延会長も
「先祖達が残した豊かな自然を
子や孫に伝えていけるよう尽力
したい。」と決意を述べられま
した。また、山口署長は「世界
自然遺産の登録に向けて厳格な
保護に取り組む姿勢を示すとと
もに、遺産登録に向けた準備が
地元一体で進んでいることもア
ピールできる。」などと協定の
意義について説明しました。
今年の夏から秋にかけては、
ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）
の現地調査も予定されているこ
とから、国、県、地元自治体及
びＮＰＯ団体等と一体となり、
更なる希少野生動植物の保護等
に努めながら準備を進める考え

です。
☆３月 日付退職
﨑野健輔【福岡署】
金井正典【西都児湯署】
坂梨哲章【大分西部署】
久木田一光【都城支署】
立石明子【大分西部署】
立久保さとみ【北薩署】
☆３月 日付異動（退職）
31

31

（研）森林整備センター九州整
備局宮崎水源林整備事務所
有村佳将【資源活用課】
☆４月１日付異動
林野庁管理課管理官
（人事管理担当）
両角 実【総務企画部長】
総務企画部長
秋岡陽一郎【関東局下越署長】
森林整備部長
久保芳文【中部局南信署長】
近畿中国局滋賀森林管理署長
山﨑 準【計画課長】
関東局会津森林管理署長
乾 光一【計画保全部付】
宮崎森林管理署都城支署長
有薗敏行【森林整備部企画官】
（宮崎署都城支署駐在）
北薩森林管理署長
古市真二郎【屋久島森林生態
系保全センター所長】
熊本森林管理署長
川畑充郎【屋久島署長】
屋久島森林管理署長
西 純一郎【北海道局上川北
部署長】
福岡森林管理署長
角 秀敏【中部局中信署長】
宮崎南部森林管理署長
井上隆裕【中部局流域管理指
導官 】
佐賀森林管理署長
津田京子【近畿中国局広島北
部署長】
長崎森林管理署長
村田孝彦【近畿中国局経理課

長】
西都児湯森林管理署長
鶴山道弘【四国局森森林整備
課長】
計画課長
河邉 喬【大臣官房秘書課管
理官】
保全課長
峰内浩昭【計画保全部企画官】
資源活用課長
木林静夫【森林整備部企画官】
森林技術・支援センター所長
濱田辰広【大分署次長】
屋久島森林生態系保全センター
所長
黒木興太郎【（独）水資源機
構筑後川局】
西表森林生態系保全センター所
長
草野秀雄【森林整備部企画官】
総務企画部専門官（契約適正化
担当）
矢島欣也【保全課長】
総務企画部専門官（契約適正化
担当）
一口哲美【福岡署次長】
森林整備部企画官（技術開発・
普及担当）
井野常雄【流域管理指導官】
森林整備部企画官（木材需給対
策担当）
佐藤敏郎【自然遺産保全調整
官】
流域管理指導官
古島勝美【佐賀署次長】
自然遺産保全調整官

江藤幸二【大隅署次長】
森林整備部企画官（間伐推進担
当）（宮崎署都城支署駐在）
長渕 直【熊本署次長】
野生鳥獣管理指導官
橋口康朗【熊本南部署森林技
術指導官】
治山課流域保全治山対策専門官
山村晃弘【近畿中国局広島署
付】
治山課災害対策専門官
（森林整備部森林整備課付）
吉田真佐也【治山課災害対策
専門官】
計画保全部企画官（財産管理担
当）
廣田忠善【西表森林生態系保
全センター所長】
福岡署次長
杉野隆二【鹿児島署次長】
熊本署次長
久保幸治【宮崎署次長】
大分署次長
永田 豊【沖縄署次長】
宮崎署次長
山﨑 泉【計画課課長補佐】
佐賀署次長
志賀栄一【資源活用課課長補
佐】
大隅署次長
古川浩児【森林技術・支援セ
ンター副所長】
沖縄署次長
古澤竜喜【沖縄署総括事務管
理官】
鹿児島署次長

久保田修【宮崎署都城支署総
括事務管理官】
林野庁業務課特別災害技術班調
査係長
後藤彰彦【福岡署】
林野庁業務課財産管理・処分班
林野管理係長
上田益大【熊本署】
林野庁森林整備部研究指導課育
種班特定母樹係長
原田美千子【企画調整課】
林野庁計画課（設計基準班設計
基準係）
松川弘幸【沖縄署】
林野庁森林利用課森林集積企画
班企画係長
室木直樹【宮崎署】
林野庁林政課人事第２班地方給
与第５係長（九州局総務企画部
総務課付）
谷端美菜子【総務課】
沖縄署地域技術官
田中靖政【林野庁林政課】
計画課
近藤瑞穂【林野庁管理課】
企画調整課
角田まり絵【林野庁経営企画
課】
鹿児島署総括地域林政調整官
積 正治【近畿中国局森林整
備部企画官】
環境省九州地方環境事務所国立
公園課課長補佐
木下栄治【大分西部署】
近畿中国局治山課治山技術官
歌野昭彦【北薩署】
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近畿中国局森林技術・支援セン
ター
小笹恵実【北薩署】
総務課広報主任官
甲斐孝生【大分西部署】
総務課課長補佐（福利厚生担当）
平野耕一【鹿児島署】
総務企画部
田村実加【大隅署】
総務課人事係長
清田 誠【熊本署】
総務課給与係長
木村嘉彦【総務課】
企画調整課企画官（情報処理担
当）
渡邉昭博【屋久島森林生態系
保全センター】
企画調整課監査係長
猪嶌真由美【保全課】

計画課経営計画官
古村健児【大分西部署】
計画課経営計画官
山下和也【計画保全部付】
保全課測定技術指導官
武原龍行【沖縄署】
保全課
乗冨真理【宮崎南部署】
治山課課長補佐
松岡良二【治山課】
治山課設計指導官
山下裕之【大隅署】
治山課治山技術官
吉田幸一【長崎署】
治山課
宮崎 海【都城支署】
治山課企画係長
佐藤 剛【企画調整課】
屋久島森林生態系保全センター

澤田逸男（熊本署）

山口辰郎（長崎署）
森 勇二（熊本署）

吉田正一（佐賀署）
秋山郁男（長崎署）

川部静也（佐賀署）

加藤達己（宮崎南部署）
前田三文（北薩署）

安達寛己（宮崎南部署）

福山弘一（都城支署）
境田政照（都城支署）

竹部浩一郎（都城支署）
湯地幸夫（都城支署）

才木伸洋（西都児湯署）
前杉成美（都城支署）

企画調整課林政推進係長
谷口良治【大臣官房広報評価
課評価専門職】
経理課企画係長
草野真一【総務課】
経理課支出係長
河内勝秀【経理課】
経理課主計係長
内海康雄【熊本南部署】
経理課経理第一係長
秋吉勇二【経理課】
屋久島森林生態系保全センター
（生態系管理指導官）
宮木利浩【環境省九州地方環
境事務所国立公園課課長補佐】
計画課課長補佐
小野貴行【鹿児島署】
計画課計画調整官
松永善人【熊本署】
美村訓宏（大分署）

岩下春記（熊本署）
中村昭一（熊本南部署）

和田誠二（北薩署）
荒木政明（鹿児島署）

夏田豪介（大分署）

大久保重孝（熊本南部署）
木村圭文（大分西部署）

中間文博（鹿児島署）

日付定年退職

山﨑勇勝（企画調整課）
山岡文麿（計画課）

孝好（大分署）

３月

本村明広（森林整備課）
西 栄二（資源活用課）

井

瀬戸

（総務企画部専門官）

官）
田代 今 朝広

松葉瀬裕之（森林整備部長）
西林寺隆（総務企画部専門

山下 義 治

田上俊久（大分署）

寛（大隅署）

（森林技術・支援センター）

31

自然再生指導官
山部国広【西表森林生態系保
全センター】
西表森林生態系保全センター
自然再生指導官
山邉隆広【屋久島署】
資源活用課課長補佐
藤川晃久【宮崎北部署】
資源活用課素材供給係長
松永恭一【北薩署】
技術普及課課長補佐
田中 幸【経理課】
技術普及課技術開発主任官
中川裕司【長崎署】
技術普及課企画官（民有林連携
担当）
福山拓也【鹿児島署】
技術普及課
二子石文子【総務課】
屋久島森林生態系保全センター
専門官（保全課付）
佐伯卓也【計画課】
屋久島森林生態系保全センター
専門官（森林整備課付）
真井 正【技術普及課】
屋久島森林生態系保全センター
諌山雄一郎【長崎署】
西表森林生態系保全センター
生態系管理指導官
永山博美【屋久島森林生態系
保全センター】
森林技術・支援センター副所長
井上 正【技術普及課】
福岡署森林技術指導官
田代美喜男【治山課】
福岡署地域技術官

小野稔和【福岡署】
福岡署主任事務管理官
井本清水【佐賀署】
福岡署総括森林整備官
金田伸也【総務課】
福岡署森林整備官
小屋敷祐二【大隅署】
福岡署治山技術官
中村健一【大分署】
福岡署首席森林官
園田清隆【大分署】
福岡署森林官
栗林潤一【長崎署】
福岡署首席森林官
津川敏之【佐賀署】
佐賀署森林技術指導官
副島利博【福岡署】
佐賀署地域林政調整官
廣石 功【総務課】
佐賀署
橋本暁寛【長崎署】
佐賀署事務管理官
一山祐子【佐賀署】
佐賀署主任事務管理官
平田和之【福岡署】
佐賀署治山技術官
川野 等【屋久島署】
佐賀署首席森林官
井川武史【鹿児島署】
長崎署
山元義希【大分署】
長崎署事務管理官
木﨑真一郎【宮崎署】
長崎署総括森林整備官
渡邊昭伍【計画課】
長崎署主任森林整備官
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市原増雄【長崎署】
長崎署森林整備官
永野達也【長崎署】
長崎署総括治山技術官
高森好文【熊本署】
長崎署治山技術官
髙倉博文【沖縄署】
長崎署治山技術官
渕上翔吾【治山課】
長崎署地域技術官
清田泰志【大分西部署】
熊本署森林技術指導官
中嶋紀光【大分署】
熊本署主任事務管理官
下村裕治【総務課】
熊本署事務管理官
北里春香【熊本署】
熊本署主任森林整備官
小園英行【資源活用課】
熊本署森林整備官
濵田祥吾【大隅署】
熊本署主任森林整備官
藏原 剛【熊本署】
熊本署森林整備官
濵口絵里奈【総務課】
熊本署総括治山技術官
歌野邦美【宮崎北部署】
熊本署首席森林官
奥田博司【大分西部署】
熊本署首席森林官
杉中邦浩【熊本署】
熊本南部署森林技術指導官
宮本和久【大隅署】
熊本南部署地域技術官
寺地祐人【総務課】
熊本南部署主任事務管理官

でに改善計画のまっただ中にあ
り、数次の改善計画を経た後に

大分西部署
庄司拓平【大分署】
大分西部署主任事務管理官
猪嶌憲治【経理課】
大分西部署事務管理官
守屋果奈【北海道局東大雪支
署】
大分西部署主任森林整備官
髙瀬智晶【大分署】
大分西部署総括森林整備官
荒木逸郎【大分西部署】
大分西部署総括治山技術官
田上 誠【長崎署】
大分西部署治山技術官
穴井隆文【大分西部署】
大分西部署首席森林官
川原 博【大分署】
大分西部署地域統括森林官
村上利晴【西都児湯署】
宮崎署事務管理官

興と発展、そして民有林支援に

へと大きく変貌を遂げ、民国連
携による地域の森林・林業の振

今や国有林野事業は、特別会
計時代の事業官庁から行政官庁

橋本麻美【宮崎署】
宮崎署総括事務管理官
小糸照雄【技術普及課】
宮崎署事務管理官
羽野誠一郎【森林整備課】
宮崎署主任森林整備官
丸橋勝寿【都城支署】
宮崎署森林整備官
渡邊 明【宮崎北部署】
宮崎署主任森林整備官
谷口慎吾【都城支署】
宮崎署総括治山技術官
佐藤修治【治山課】
宮崎署森林官
小中原葵【西都児湯署】
宮崎署首席森林官
原口尚也【宮崎北部署】
宮崎署
藤本泰樹【計画課】
宮崎署森林官

橋本浩次郎【大分署】
大分署総括事務管理官
古閑智之【西表森林生態系保
全センター】
大分署主任森林整備官
廣田光春【大分署】
大分署森林整備官
草野 誠【屋久島署】
大分署主任森林整備官
嶋 徹矢【福岡署】
大分署総括治山技術官
竹原敬一郎【治山課】
大分署首席森林官
堀田信広【福岡署】
大分署首席森林官
引地修一【宮崎北部署】
大分西部署森林技術指導官
日田仁志【佐賀署】
大分西部署地域技術官
小野千華【大分西部署】

平成 年の抜本的改革を迎え、
組織、要員の徹底した合理化と

木村 真【熊本南部署】
熊本南部署事務管理官
坂田 恵【熊本南部署】
熊本南部署総括事務管理官
山本貴二【北薩署】
熊本南部署総括森林整備官
小薄政弘【北薩署】
熊本南部署主任森林整備官
中山俊和【熊本南部署】
熊本南部署森林官
椎葉智史【西都児湯署】
熊本南部署森林官
本田師久【大隅署】
熊本南部署首席森林官
平田謙吉【都城支署】
大分署地域林政調整官
山部秀巳【大分西部署】
大分署地域技術官
迫本翔太【保全課】
大分署地域技術官

縮減が実施されました。さらに

よる林業技術の普及・拡大に大
きく貢献しているところです。

年余が九州局管内
での勤務でした。この間、それ

すように、九州森林管理局のご
発展と職員皆さまのご健勝とご

るわけですが、これらの改革は、 これからも地域の皆さまから
まことに厳しいものではありま 期待される国有林であり続けま

平成 年には国有林野事業は一
般会計に移行して現在の姿があ

多幸を祈念申し上げ、退任のご

みますと、

ぞれの勤務地において、上司、
同僚、職員の皆さまから、ご指

したが、国有林野事業の激動の
歴史を経験することができたこ

日付けをもち

導、ご支援、ご協力を賜り、公
私にわたり楽しく、そして充実

とは、今では自分が国有林生活

10

25

20

入庁当時、特別会計であった
国有林野事業は赤字財政で、す

松葉瀬 裕之

年 ３月

まして定年退職となりました。

した日々を過ごすことができま
した。紙上をお借りして厚く御

挨拶といたします。

前 森林整備部長

平成

年足らずの勤務を振り返って

礼申し上げます。

で得た貴重な財産のひとつとなっ
ています。

40

31

31
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江口保広【熊本南部署】
都城支署事務管理官
河合さつき【宮崎署】
都城支署総括事務管理官
木村 宏【屋久島署】
都城支署事務管理官
稲員優次【屋久島署】
都城支署森林整備官
岩﨑貴子【都城支署】
都城支署主任森林整備官
髙木一将【都城支署】
都城支署主任森林整備官
谷山亜紀子【宮崎署】
都城支署森林整備官
森本博之【都城支署】
都城支署治山技術官
平生由菜【宮崎署】
都城支署森林官
古田敏也【長崎署】
都城支署森林官
川畑勇二【北薩署】
宮崎北部署
枡田明莉【技術普及課】
宮崎北部署事務管理官
岡田伸一【宮崎北部署】
宮崎北部署森林整備官
村上 学【宮崎北部署】
宮崎北部署総括森林整備官
後藤 毅【保全課】
宮崎北部署森林整備官
岩下正斉【宮崎南部署】
宮崎北部署総括治山技術官
峯 良彦【佐賀署】
宮崎北部署治山技術官
三浦健司【都城支署】
宮崎北部署

山本遼平【企画調整課】
宮崎北部署首席森林官
穴山信二【西都児湯署】
宮崎南部署
三國卓裕【屋久島森林生態系
保全センター】
宮崎南部署総括事務管理官
深田隼人【宮崎署】
宮崎南部署主任森林整備官
坂本法博【屋久島森林生態系
保全センター専門
官（保全課駐在）】
宮崎南部署森林整備官
中西秀博【西都児湯署】
宮崎南部署森林官
園田節朗【都城支署】
西都児湯署地域技術官
朝田清子【佐賀署】
西都児湯署

新ヶ江颯【沖縄署】
西都児湯署
中村 凌【森林整備課】
西都児湯署事務管理官
岩﨑正二【宮崎南部署】
西都児湯署事務管理官
水野美香【宮崎署】
西都児湯署
前田悠貴【福岡署】
西都児湯署総括森林整備官
渡辺浩司【熊本南部署】
西都児湯署首席森林官
坂本雄二【屋久島署】
西都児湯署首席森林官
命苫健治【宮崎署】
西都児湯署森林官
吉良政敏【大分署】
鹿児島署森林技術指導官
平生陽介【鹿児島署】

鹿児島署地域技術官
和田弥己【福岡署】
鹿児島署
浦田紘伸【宮崎北部署】
鹿児島署
冨田尚斗【屋久島署】
鹿児島署総括事務管理官
煤本憲三【経理課】
鹿児島署総括森林整備官
片山惠介【宮崎署】
鹿児島署森林整備官
田中善成【西都児湯署】
鹿児島署主任森林整備官
深田成人【東北局治山課海岸
防災林再生専門官
（仙台署駐在）】
鹿児島署治山技術官
日隈俊幸【福岡署】
鹿児島署首席森林官

渡瀬博美【屋久島署】
鹿児島署首席森林官
茂野 潤【近畿中国局岡山署】
北薩署主任森林整備官
古閑義郎【大隅署】
北薩署主任森林整備官
福岡直樹【北薩署】
北薩署森林整備官
白内慎哉【鹿児島署】
北薩署森林整備官
橋本敏一【熊本南部署】
北薩署治山技術官
中村英之【北薩署】
北薩署森林官
藤川涼一【北薩署】
北薩署地域技術官
松永直人【鹿児島署】
北薩署地域統括森林官
森永敏朗【福岡署】

れらに対し ては、専門家や有
識者からの 意見を聞く会議を

などした事 案について関わっ
たことが記 憶に残ります。こ

す 。 ま た 、 年 に 一 度 開 か れ る、 す る と と も に 、 熊 本 地 震 や 九
熊本県庁チームを招待するな 州北部豪雨による激甚な山地

れるものと確信したところで

林林業のやはり中心的な存在
として今後も進んでいってく

引する林業の成長産業化」に
おいて、一歩進んだ九州の森

巻く情勢が大きく変化しつつ
あるこの時期に、「九州が牽

災害からの一日も早い復旧、
復興を心から願い、転任及び

九州森林管理局が益々発展

ことが、自身にとっても大き
な財産になりました。

職員のみなさんと公私ともに
楽しく過ごさせていただいた

九州局勤務でしたが、何事に
も前向きに取り組もうとする

りました。

設けたり、 また、局全体の取
組として真 に実行あるものと

お礼のご挨拶とします。大変

勢が、森林経営管理法など、

年ぶり２回目の

するよう皆 さんと考え意見交

どしてのソフトボール大会に
も選手として参加させていた

今回は、

換をしつつ 取組を進めさせて
いただきま した。そうして作

だき、共に汗を流して白球を

森林・林業、木材産業を取り

傷跡が残る熊本の地に着 任し

り上げられ たものを進んで業
務等に取り 込んでいかれる九

生など、全 国的な対策に発展

たのがつい先日のように 思わ
れます。

州森林管理 局がもつ、前に前

年４月、熊本地震の

総務企画部長としてお世話
になった２年間には、飲 酒に

平成

関わることやマダニ刺咬 によ

お世話になりありがとうござ
いました。

25

追い、皆さんと懇親を深めた
ことは私の貴重な思い出にな

両角 実

に進もうと する力強さに感心
をするとと もに、こうした姿

前総務企画部長

る重症熱性血小板減少症候群・
ＳＦＴＳによる疾病災害 の発

29
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北薩署首席森林官
瀬戸口英昭【宮崎署】
北薩署首席森林官
淀水義文【熊本南部署】
大隅署森林技術指導官
髙津忠孝【宮崎南部署】
大隅署
前田聖人【鹿児島署】
大隅署森林整備官
江島昭則【鹿児島署】
大隅署総括治山技術官
幾野俊彦【宮崎署】
大隅署森林官
平生 竜【宮崎南部署】
大隅署森林官
久保和幸【西都児湯署】
大隅署地域統括森林官
竹永泰雄【熊本署】
屋久島署地域技術官
三國稔典【屋久島署】
屋久島署主任事務管理官
緒方誠治【都城支署】
屋久島署事務管理官
川野幸三【宮崎北部署】
屋久島署総括事務管理官
山本克郎【大分署】
屋久島署森林整備官
岩下晃之【鹿児島署】
屋久島署総括森林整備官
川口文明【北薩署】
屋久島署
山口 強【西都児湯署】
屋久島署森林官
黒谷幸樹【鹿児島署】
屋久島署首席森林官
阿南達也【沖縄署】

沖縄署地域技術官
田中靖政【林野庁林政課】
沖縄署主任事務管理官
林田 誠【企画調整課】
沖縄署総括事務管理官
間宮 学【治山課】
沖縄署総括森林整備官
山川祐一【宮崎南部署】
沖縄署森林整備官
関矢敬介【沖縄署】
沖縄署森林官
廣田俊之【屋久島署】
沖縄署地域技術官
石綿深志【宮崎署】
晴可（長崎署）

丸岡仁人（福岡署）
春田魁登（佐賀署）

出原信大（森林整備課）
西村知樹（治山課）

中村麻己佳（経理課）
南 太志（経理課）

西岡裕修（企画調整課）

長谷川京香（企画調整課）

志村康介（屋久島署）

川畑一歩（鹿児島署）
佐藤真惟子（大隅署）

岩井颯汰（宮崎南部署）
宮里有紀（北薩署）

牧島京右（宮崎署）
塩﨑暢彦（都城支署）

上村好花（宮崎北部署）

本村颯己（大分署）

森

桜 の花 が鮮 やか な季 節 が 巡っ
て き た。 桜が 春に 開花 す る メカ

ニ ズ ムは 、秋 に次 の春 に 咲 く花
芽 が でき 、寒 い冬 に花 芽 は 休眠

し 、 真冬 の低 温に さら さ れ 、花
芽 は 目を 覚ま し、 春を 迎 え 花芽

が 成 長し 、開 花す るそ う だ 。桜

は 、 四季 のあ る日 本の 春 を 彩る
植 物 であ る▼ 日本 の森 林 ・ 林業

も 冬 の時 代か ら、 よう や く 春の
兆しが見えてきた。先人たちが、

特定母樹・一貫作業システム等、
新しいアイテムが生まれてきた。
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守 り 育て てき た森 林資 源 が 充実

に 先 駆け て主 伐・ 再造 林 の 時代
が 到 来し た▼ しか し、 再 造 林放

し 、 収穫 期を 迎え よう と し てい
る 。 とり わけ 温暖 な九 州 は 全国

件を選ばず、耐火性、耐潮性も
併せ持つ強健な樹木で、他の庭

棄 地 、誤 伐・ 盗伐 等の 問 題 も起
き て きた 。季 節に 例え る と 、寒

トウジュロは、排水良好な土
地を好み、乾湿、陰陽の土地条
として植えられ、シュロは葉や
葉の茎の繊維質を日常生活に使っ

園樹と違った姿形を持っている

トウジュロは葉先が下垂しな
いことから公園や庭園に観賞用

がシュロは、日本に古来自生し
てい た樹 木 です 。 シュ ロ とト

たことから人家近くに植えられ

トウジュロは、名前の通り中
国（唐）から渡来した樹木です

ウジュロはよく似ていますが、

からと思われます。
シュロの皮の繊維は耐水性が
ロが何であるのかなと思われる
箇所は、昔、付近に人家があっ

樹木園のトウジュロは、入り
口すぐに６㍍の高さに樹冠を作っ

格 的 な春 がや って 来る は ず だ。
（や）

ま た 、新 たな 法整 備も 進 め られ
て い る。 森林 林業 にも や が て本

安楽 行雄

森林インストラクター

ており、トウジュロの葉の特徴
がよく分かります。

う。

あり、シュロ縄、刷毛、簑など 桜も、暖冬の年には開花が遅れ
の日用品に、シュロの幹は鐘つ ることがあるらしい。けれども、
き棒に利用されているそうです。 季節は移り行き本格的な春を迎
お寺の鐘突き棒を観察しましょ え桜の花も満開へと進んでいく
▼森林・林業でも、コンテナ苗・

の戻りの様な状況かもしれない。

シュロは、葉は大きく開出して、 ています。
成葉の裂片の先は折れ曲がって
森でこんなところに大きなシュ
下垂します。トウジュロの葉は
革質で成葉の裂片の先は下垂し

た証拠です。

トウジュロ

ま せん。
トウジュロ（樹高６㍍）

