平 成 28年 9月 10日
（２０１６年）

これから、皆さんと力を合わ
せ、国有林の適切な管理運営を

辞令をいただきました池田直弥
で す。

この度、九州森林管理局長の

一貫施業の実施など、様々な取

これまでも、九州局は全国に
先駆けて、コンテナ苗を用いた

者の真価を問われる時代を迎え
ていると思っています。

取り扱っていくのか、林業技術

再造林が増加していく中で、事
業の効率化・コストダウンを図っ

のチャレンジです。今後、主伐・

ればならないと思っています。
３点目は、林業の技術革新へ

材産業関係者との連携を密にし
ながら的確に対応していかなけ

整源としての役割を求められて
おり、より一層地域の林業・木

林所有者である国有林はその調

国産材を安定的に供給すること
が重要になっていますが、大山

域全体の森林づくりを担える人
材が不十分であり、これまで以

森林行政を司る市町村では、地

めていきたいと思っています。
５点目は、人材の育成です。

今後、より効果的な対策の実
証を進め、シカ被害の軽減に努

連携し、森林生態系を守ってい
くことが重要となっています。

これまで以上に民有林関係者と

の大きな阻害要因となっていま
す。シカ被害対策については、

で動き出している大型の製材工
生物多様性機能や水土保全機能
場や木質バイオマス施設などへ、 を低下させ、林業の成長産業化

進めるとともに、林業の成長産

り組みを進めてきましたが、こ
れらの取り組みを継承し発展さ

８月１日付で、池田直弥前林野庁整備課長が 九州森林 管理局長
へ就任、８月２日、局大会議室において着任挨拶を行いました。

業化の実現に向けて、必要な取
り組みを進め、全国に情報発信

フォレスターと連携をとりなが

上に、林業技術者の支援が必要
とされてきます。今後、各県の

ドを活用しながら技術開発に率

ら、九州全体の森林づくりに自
信を持って取り組める人材を育

ていくことが、主要な課題となっ
ていますが、国有林がフィール

先して取り組み、地域に情報発
信していくことが、国有林の大

てていきたいと思っています。
森林管理局・署が地域から頼り

せていきたいと考えています。

当面、私自身がやらなければ
ならないと思っていることが５

きな役割だと思っています。
４点目は、生物多様性保全の

最後に、具体的な業務におい
ては、「ほうれんそう（報告・

連絡・相談）」の徹底と、労働

安全の確保、労働災害の防止に
徹底的に取り組み、健康で明る

い職場を維持していきたいと思っ
ています。

どうぞよろしくお願いします。
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していきたいと思っていますの
でよろしくお願いします。
本地震により亡くなられた、多
くの方々のご冥福をお祈りいた

点あります。
１点目は、熊本地震への対応

にされる存在となるよう、職員
全体の資質の向上に力を入れて

はじめに、４月に発生した熊

しますとともに、被災された皆
様に対しまして心からお見舞い

問題、特にシカ対策です。シカ
個体数の急激な増加は、森林の
い復旧・復興を進め、地域住民
が安心して住めるようにしなけ

への貢献です。近年、九州各地

いきたいと思っています。

です。今回の地震により多大な
被害が発生した、阿蘇地方をは

着任挨拶する池田局長

申し上げます。

私は、九州での勤務はこれで
３回目になります。最初は大分

ればならないと思っています。
特に、この災害では、民有林

じめとした被災箇所の一日も早

西部営林署長として、２回目は
熊本県の森林整備課長として、

の災害復旧を国有林が代行して
行うこととしていますが、局署
を挙げて万全の体制で取り組み

年振りに九州で仕

そ し て今 回

これら人工林を今後どのように

用可能となり、間伐から主伐・
たいと考えています。
再造林へ移行しつつありますが、
２点目は、国産材の安定供給

事をさせていただきます。
九州では、多くの人工林が利

10

１７３５
No

８月４日及び５日に、今年度
１回目の屋久島世界遺産地域科
学委員会及び科学委員会の作業
部会であるヤクシカ・ワーキン
ググループ会議を、屋久島環境
文化村センターにおいて開きま
した。
科学委員会開催にあたり、事
務局を代表して、九州森林管理
局山﨑準計画課長から「屋久島
における課題の解決には、しっ
かりとした科学的根拠が必要。
活発な議論をお願いしたい」と
の挨拶がありました。
続いて、屋久島町矢野和好環
境政策課長から「本委員会の協
議を通じて、世界遺産の保全や
屋久島の付加価値にご尽力いた
だいていることに感謝し、その

挨拶する山﨑計画課長

価値が損なわれることなく、未
来へ引き継がれるよう引き続き
お力添えを賜り、しっかりと議
論の成果を町政に反映させたい」
との挨拶がありました。
今回の委員会では、「平成
年度第２回科学委員会における
主な議論の整理」を報告した後、
①屋久島世界遺産地域管理計画
の実施状況、②モニタリング調
査、③ヤクシカ・ワーキンググ
ループでの取組状況、④山岳部
における利用の検討状況につい
て論議がなされました。
主な論議は、モニタリング調
査の実施状況や山岳部利用のあ
り方についてであり、林野庁が
過去実施した植生モニタリング
調査及び高層湿原花之江河・小
花之江河の湿原モニタリング調
査結果の取りまとめ中間報告を
受け、委員からは、高層湿原で
ある花之江河・小花之江河にお
ける湿原の乾燥化、陸地化の進
行は明らかであり、原因を特定
するとともに、今後、抜本的に
どう対処するのか、自然のまま
で放置するのか、或いは、人が
手を加え湿原を維持するのか、
を考える時期にあり早急の対応
が必要であるとの助言がなされ
ま した。
27
世界遺産地域の適正な利用で
は、縄文杉周辺の再整備、縄文
杉南デッキ解体撤去跡地の植生
回復、山岳部利用のあり方につ
いて、事務局より説明し各委員
からの助言をいただき、その助
言を参考に、地域関係者と調整
しながら進めることとしていま
す。
ヤクシカ・ワーキンググルー
プでの取り組み状況について、
矢原徹一委員長から、前日に開
催されたヤクシカ・ワーキング
グループと特定鳥獣保護管理検
討委員会合同会議の報告がなさ
れました。
委員からは、今後、被害が目
立つ西部地域や山岳部でどう捕
獲、管理していくかが大事で、
生息密度や生息域を把握し、確
実な科学的根拠の下で個体数の
適正な管理、捕獲個体の処理問

題、シャープシューティング射
手の人材育成などが必要である
との意見が出されました。
その他として、屋久島町から
①し尿搬出用モノレールの設計
見直しと今後の方針について説
明、②日本の世界自然遺産４地
域８町村によって構成する「世
界遺産地域ネットワーク協議会」
の設立報告、③「屋久島・口永
良部島ユネスコエコパークの拡
張申請」が第 回ユネスコＭＡ
Ｂ計画国際調整理事会において
登録されたとの報告がありまし
た。
最後に、九州地方環境事務所
河原武統括自然保護企画官から
「早朝から数時間にわたり、科
学的知見に基づき助言いただき、
ありがとうございます。屋久島
自然遺産地域環境保護対策にお
いては、ヤクシカ・高層湿原の
陸地化・登山道管理など、まだ
まだ課題があると改めて感じて
います。本日いただいたご提案
やご指摘について、事務局であ
る関係行政機関が連携を取りな
がら対処していくことが必要と
考えているので、引き続きご指
導ご鞭撻を賜りたい」との閉会
の挨拶で委員会を終了しました。
今後も当委員会の助言を得な
がら屋久島世界遺産地域の貴重
な自然環境を適正に保全・管理
していくこととしています。
（担当＝計画課）
課 題 を 議 論 す る 各 委 員
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観察会の様子とゴイシツバメシジミ（左上）

【熊本南部森林管理署】８月３
日、水上村内の市房山麓に生息
する国指定の天然記念物「ゴイ
シツバメシジミ」の自然観察会
を開きました。
当日は、三枝豊平九州大学名
誉教授と杉本美華専門員を講師
に迎え、水上村及び多良木町の
小学生 人を対象に座学と野外
での観察を行いました。
今回は、幸いにもゴイシツバ
メシジミが路上に降りて来て、
三枝教授の手に止まるなどした
ことから、実物を良く観察する
ことができ、子供たちにとって
も大変貴重な経験となりました。
また、この自然観察会はテレ
ビで放映され、広く一般の方の
目にも触れたことから、更なる
保護活動の推進と、水上村のＰ
Ｒに繋がることが期待されます。

29
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①熊本地震への対応、②計画的

いて、特に取り組みたい事項、
（担当＝総務課）

囲気の中記者会見を終了しまし
た。

において、山の日制定記念行事

【熊本南部森林管理署】８月５
日、あさぎり町の白髪岳国有林

最後に、今後の白髪岳の安全

ことができ、有意義な活動とな
りました。

また、山頂付近に設置してい
る、植生保護柵の補修等も行う

８月１日付で就任した、池田

として、遊歩道の点検整備を実
施しました。

学生時代にやっていたスポーツ
などの質問もあり、和やかな雰

直弥局長の就任記者会見が、８
な木材生産、安定的な供給、③
林業の技術革新、④生物多様性

いる、「白髪岳を守る山の会」

と共同で行いました。
当日は、天候にも恵まれ、額

に汗しながら片道二時間程かけ
て、遊歩道周辺のゴミ拾いや看

あります。
私が現在住んでいるところも

板の整備などを行いました。

います。
多忙な日々からちょっと一息

と、環境の保全が保たれること
を祈念し解散しました。

月 日に報道機関各社が出席し
開かれました。

この遊歩道整備は例年行って
いるもので、当署と国民参加の

ん感じることができます。
現代病と言われる「心の病」

森林づくりにおける「多様な活
動の森」として協定を締結して

の保全、特にシカ対策、⑤人材
育成について説明しました。

年ぶりの九州の

身のリフレッシュとどう繋がっ
ているかということが科学的に

周りは山に囲まれた田舎ですが、
森に行くとまた違う魅力に癒や

ずっと受け継がれ大切に保存さ
れた、すばらしい森がたくさん

そのセラピー基地の多くは、
ほとんどが国有林です。昔から

す。まずは近くのロードから始
められてはどうでしょうか。

たでも気軽に行くことができま

運んで下さい。
（宮崎県日南市在住）

るのではと感じています。是非
皆様も自分のために、森へ足を

いほどです。やはり森の中の免
疫作用がよい影響をもらってい

かず、病院にも行ったことがな

看板整備を行う参加者

会見では、冒頭、池田局長よ
り就任のあいさつに続き、東京

ていますが、以前はハイキング

つくために森の中で静かに過ご
す、そんな時間がこれからます

されます。このようにすてきな

は今、職場で一番の問題とされ
ています。そこで、今年から

森の中で数時間過ごすだけで、 名以上の従業員のいる会社では、 ます必要となることでしょう。

実証されたことも理解するまで
になりました。

その他にも、家族構成や趣味、

一つ一つの質問に丁寧な回答が
ありました。

感想、熊本県庁での業務につい
てなどの質問があり、局長から

見 た 感想 や 、

農工大学大学院修了後、１９８
最後に、記者との質疑応答が
５年農林水産省入省、九州では、 行われ、熊本地震の被害状況を
大分西部営林署長、熊本県林務
水産部で森林整備課長などを勤
め、今回が 年ぶり３回目の九
州勤務であることなど、自身の
経歴について説明しました。

ミツ子 さん

その後、九州森林管理局にお

☆永井

場所をもっと多くの方に知って
もらいたいと思います。

労働安全衛生法に基づくストレ

うれしいことに、日本にはそ
んな森林セラピー基地とセラピー

血圧は降下し、糖の数値にも変

スチェック制度が導入されてい
ます。私は、そのことに刮目し

森の持つ力は、私自身よく分
かります。この十数年風邪も引
化をもたらし、また、免疫細胞
も活発にしてくれます。それに

ロードが全国に ヵ所も設置さ
れ（平成 年１月現在）、どな

のような楽しみ方しかないと感
じていました。

て、年に一度自然の中で過ごす
研修を実施するなど、森林セラ

今となっては随分と森の持つ力
について知っている方だと感じ

私自身も、セラピーの勉強を
なんと言っても、森に行くとさ
するまではそうでした。今では、 わやかな風や、やさしい香り、

ピーを活用することが今まさに
必要なことではないかと感じて

私は十年ほど前から森林セラ
ピー基地のガイドをしています。

10

目に映る木々の青葉、小鳥の声
など、癒やされる体験をたくさ

62

10

人は昔から森と深く関わって生
きてきたことも、そのことが心

28
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記 者 会 見 の 模 様

50

17

庁舎消費者の部屋にて「しっとっ

８月３・４日、熊本地方合同
れました。
当日は小学生の部４チーム、

島町ドラゴンボート大会が開か

【屋久島森林管理署】８月７日
宮之浦川において、第９回屋久

を利用した海洋性スポーツ（ド
ラゴンボート）を通じ、８月

優勝は逃しましたが、今回の
大会で、屋久島の雄大な海や川

た。

まい、他チームとの力の差に圧
倒され、結果は４位となりまし

しかしスタートの出遅れがひび
き、見る見るうちに離されてし

森林に来てみたい」などの感想
が聞かれました。

かにすることを学習して、「森
林の大切さが分かった」「また

事にすることが人間の生活を豊

ました。
また、紙芝居を見て自然を大

があること、また樹木にもそれ
ぞれ名前があることなどを学び

と？国のお仕事～夏休み見学デー
～」が開かれました。

中学生の部３チーム、地区対抗
の部９チーム、一般の部８チー

このイベントは、九州農政局
主催で、国や行政機関の仕事や
役割などについて、業務の説明
や庁内見学など、国関係機関の

九州森林管理局では、農林水

２０１２年より実施され今回で
４回目です。
「くまモン」も来場し、くまモ
ン体操を踊った後、各ブースを

今年は、１日目の午後から

の 機関が協力依頼を受け参加
しています。

一般の部にエントリーし大会に
臨みました。

保全センターの合同チームは、

ムのエントリーがあり、屋久島
森林管理署・屋久島森林生態系

アピールすることが出来ました。 込和弘氏（照葉樹の森・稲尾岳
ビジターセンター元所長）が初

保全センターの存在感を地域に

日の「山の日」を前に、屋久島
森林管理署・屋久島森林生態系

教育の企画を行っている、新牛

この森林教室は、鹿児島県の
森林環境税を活用し、森林環境

を見事通過、決勝レースへ駒を

会福祉法人敬心会が、森林学習
と体験活動を行っている「くま

【大隅森林管理署】鹿屋市の社

とから、新牛込氏は今後も継続
して実施したいと意欲を示され

今回の企画が成功を収めたこ

めて国有林のフィールドを利用
して取り組みを行ったものです。
進めました。
初優勝を目指す決勝レースで

ており、当署としても「開かれ
た国有林」実現のために協力し

第６レースに出場した合同チー
ムは「運」を味方に付け、予選

は、大勢の観客が見守る中、決
そ自然塾」の小学１年生から４
勝の合図が鳴り一斉にスタート、 年生の子供達 人に、鹿屋市下

ていきたいと考えています。
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催しを通じ、参加した親子に国

産省の取り組みや、仕事・役割
などについて、一般の皆さんへ

回りイベントに協力、九州森林
管理局のブースでは、「山の日」

いました。

当署から、郷原寛美森林技術
指導官が講師として参加、照葉

樹林内の遊歩道の散策や紙芝居
「森林からの贈り物」をとおし

て、森林と人や動植物との関わ

りについて話をしました。
子供達は、セミの抜け殻やキ

ノコ、トカゲなどを見つけては
大はしゃぎし、セミの一生が短

いことや、キノコにも毒キノコ

真剣に話を聞く子供たち

11

高隈町の門田国有林「たかくま
ふれあいの森」で森林教室を行

50

の仕事を幅広く認識してもらう
ことを目的としたイベントで、

の馴染みが薄いことから、より
一層の理解を深めて頂きたく積

ののぼりやパンフレット、木工
教室の桜の小枝ストラップ「もっ
くん」にとても興味を示してく
れ ました。
来場者の中には、もっくんづ
くりに毎年参加してくれる親子
もいて、去年作ったもっくんを
見せてくれる子ども達や「パン
フレットを見て、私はこれが１
番作りたくてきました」と、イ

（担当＝技術普及課）

ベントを毎年楽しみにしている
お子さんもいて好評でした。

存在感をアピールしたレースの様子
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極的に参加しており、他にも九
州地方環境事務所など、国関係

来場者で賑わう局ブース

親子でもっくんづくり

平 成 年 熊 本地 震 に 際 し 、 災
害援助に貢献いただいた「九州
国有林採石協会」「九州国有林
林業生産協会」「一般社団法人
熊本林業土木協会」「新栄合板
工業株式会社」「福岡県森林土
木建設業協会」「一般社団法人
林道安全協会九州支所」に対し
農林水産大臣感謝状が贈呈され
ました。
感謝状を受けられた各林業関
係団体におかれては、熊本地震
発生に伴い近隣の小中学校など
に避難を余儀なくされた方々に
対して、地震発生直後から食料、
飲料水、生活用品などの支援物
資をご提供いただきました。
このことは、避難された方々
の生活の糧となるとともに、多
28

くの人々に気力と希望を与えた
ものと思います。
このような心のこもった貢献
が評価され、今回の感謝状贈呈
となったものです。
（担当＝企画調整課）

【写真は感謝状を授与された各団体の代表者の皆さん】

交換を目的に、当署と東臼杵農
林振興局の意見交換会を開きま
しました。
当日は、当署から森林技術指
導官外４人、農林振興局から林
務課長、土木課長、各担当リー
ダーの計 人が参加しました。
当署からは、九州森林管理局
及び宮崎県各署の取り組みにつ
いて、農林振興局からは管内事
業量の情報提供がありました。
その後、事前の質問事項にあっ
た、ブナハバチの食害状況、熊
本地震の被害状況などの説明を
行った後、管内市町村に対して
行うアンケート調査について意
見交換を実施しました。
また、その日の夜に行った意
見交換の会場には、当署から工
藤孝署長外２人、農林振興局か
らは、農林振興局長と次長にも
参加いただき、有意義な意見交
換を行いました 。

意 見 交 換 会 の 様 子
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説明を聞く小学校の先生達

特徴が解りました」「低コスト
に向けた取り組みについて詳し
くご説明頂き、謎が解けたよう
な気がします」などの声が聞か
れました。
最後に行ったアンケートには
「楽しく学びのある研修でした、
学校に持ち帰って環境教育に生
かしたいと思います。学校への
出張講座（先生・子ども向け）
があるといいですね」などの感
想が寄せられました。
（担当＝技術普及課）

【宮崎北部森林管理署】８月２
日、宮崎県と国有林の取り組み
などの情報を共有し、地域林業
の課題などの解決に向けた意見

13

８月８日、九州森林管理局に
おいて、熊本県内の小学校教諭
７人が参加し、第 回 森
｢の塾 ｣
を開きましました。
森
｢ の 塾」 は 、森 林 に 対す る
関心やニーズが多様化するなか
森林の役割や利用、自然環境問
題などについて、一般の方々や
学校への普及啓発が重要視され
ています、この取り組みを通じ
て「開かれた国有林」「国民の
森」となるよう熊本県内の小学
校教諭を対象に、毎年実施して
いるものです。
最初に、「森林の整備・保全、
林業の成長産業化に向けた取り
組み」として、①森林・林業を
取り巻く情勢の変遷、②森林・
林業の現状と課題、③森林・林
業基本計画のビジョン、④林業
の成長産業化など、４つに分け
具体的に説明しました。
次に、「低コストに向けた取
組」「シカ被害の現状と対策に
ついて」と題し、シカの生態や
シカによる農林業被害などの実
態と課題、九州森林管理局の取
り組み状況を説明しました。
実習では、散策、樹木鑑定に
加えて、木工品づくりを行い、
もっくんストラップを作製しま
した。
参加者からは「色々な樹木の
20

監物台樹木園は、先の「熊本
地震」によって、園内建物など
の被災、熊本城内立ち入り規制
などからこれまで臨時休園とし
てきました。
九州森林管理局では、再開園
可能な準備が整ったことから
「熊本地震」後、復興の先駆け
にと、今年から導入された「山
の日」の８月 日に合わせて再
開園しました。
再開園初日は、正門前で職員
による「山の日」制定記念のチ
ラシ配布と、 日から 日まで
入園無料を入園者に呼びかけ、
多くの入園者に来園していただ
きました。
また、新聞やテレビの取材も
複数あり、「山の日」と監物台
樹木園再開園への関心の高さが
伺えました。
猛暑の中、訪れた入園者から
歳

よく知られています。近年、芽

タラノキは山菜の王様として

ばれ、これに似た木として「タ

は朝鮮語名の「ツチタラ」と呼

ておらず、山菜のウドは、古く

果柄だけが残ります。基部は鳥

実は果柄の先につき、基部には

花は両生花と雄花があり、果

えています。埋土種子からの発

林道端や森の中のギャップに生

ニア）のため、日当たりの良い

タラノキは先駆樹種（パイオ

日時

８ 月は 本当 に暑 かっ た 、 熊本

市の ８月 の平 均気 温は 、

点で ・８ 度 、観 測史 上１ 位だ
そう です ▼こ の高 温は 、 こ の時

29

（き）

注射 器の 携行 など 、蜂 刺 さ れ防
止対策も引き続きお願いします。

いえ、まだ蜂の活動は活発です、
防蜂 網な ど保 護具 の着 用 、 自動

▼ま た、 涼し くな って く る とは

８月期に続き無災害となるよう、
安全 対策 の徹 底を お願 い し ます

かと 思い ます が、 ９月 期 は 「ゼ
ロ災 月間 」で す、 気を 緩 め ず、

業務 など 少し は楽 にな っ て くる

秋は 確実 に近 づい てい る よ うで
す▼ 涼し くな って くる と 、 現場

キの 穂が 風に 揺れ 、赤 と ん ぼが
飛ん でい ると ころ を見 ま し た、

少し 涼し く感 じら れる よ う にな
り、 先日 行っ た現 場で は 、 スス

を払 って くれ たの か、 こ こ 数日

とか ら、 台風 が九 州上 陸 と なっ
たよ うで す▼ 台風 が８ 月 の 熱気

続い たと のこ とで す▼ ９ 月 に入
り、 この 気圧 配置 が変 わ っ たこ

けな かっ たた め、 強い 日 差 しが

チベ ット 高気 圧の 影響 に よ るも
ので 、勢 力が 強く 台風 も 寄 せ付

期に よく 耳に する 太平 洋 高 気圧
では なく 、大 陸か ら張 り 出 した

29

森林」として親しまれています。
（担当＝技術普及課）

出身地 兵庫県
抱 負 九州局勤務は初めてで
すが、国有林における新たな取
り組みの多くが九州局から始まっ
ており、失敗を恐れずに挑戦し
ようという空気に満ちているの
を感じます。九州国有林が日本
の森林・林業の再生に大きく貢
献できるよう、皆さんと一緒に
取り組んで参りますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。
ひとし

やまさき

二千本の樹木や草花があり、市
民の方々に「都会の中の憩いの

年 齢

が生長しないうちに、芽をかい

ラノキ」に転訛したという説が
タラノキ（オダラ）に対して

あります。

出ているタラノキを見ることは

メダラもあり、タラノキの小葉

で持ち帰り、自宅で発芽させて

珍しいほどです、樹皮は健胃、

の葉裏が白くないので区別は容

に食べられた様に見えますが最

芽が多いといわれています。

民間薬として利用されています。 易にできます。

強壮、強性作用があり糖尿病の

利用することから、自然に芽が

「この暑い中よく手入れしてあ
りますね、大変だったでしょう」
と、ねぎらいの声もいただきま
し た。
地震の被害から園内施設を復
旧し、「山の日」に再開園でき
たことは、「熊本地震」後の熊
本城周辺の復旧・復興に大きく
貢献する意味のある再開園とな
り ました。
※監物台樹木園は熊本城内の一
角に位置しており、２・６４㌶
の敷地に常緑広葉樹を中心に約

山﨑 準
タラノキの語源ははっきりし

49

初から果実はありません。
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テレビ局の取材の様子

