平 成 29年 2月 10日
（２０１７年）

月

日に本
委員からの主な意見は次のと

出されました。

点での供給調整
は要しない。引

べあい、「現時

ぞれの専門分野
からの意見を述

足りない状況にあるため、国有
林は安定的に出材してもらいた

○ 月に入り出材量は増えてい
るが、台風被害の影響からまだ

材を出せないこともある。

運転手が不足しており、現場ま
でトラックが入らず、伐っても

大手メーカーの受注が増えてお

は。
○住宅施工は地場工務店よりも

これは、輸入品の代替で国産材
が使われているものがあるので

荷動きの品目に偏りがあるが、

不足も課題となっている。製品

おりです。
○素材生産業者は条件の良い山

き続き安定供給
に努めるととも

い。素材生産量の増大に向けた

り、ＫＤ材は受注が増えて
値戻ししたが、グリーン

「国有林材供給
調整検討委員会」

に、業種や地域

課題は、再造林の人手が足りて
いないこと。再造林できないか

材は価格が上がる状況に
ない。製材工場では原木

を買っており、生産効率の悪い
山が売れていない。トラックの

による需給動向
に応じた供給に

ら皆伐をしないということも心
配される。

を開きました。
各委員がそれ

年度３回目の

12

配慮すること」
との検討結果が

○ 原 木 価 格 に つ い て、 が 不 足 し て い る た め 、 国
スギはまだ強気、ヒ
有林は安定的に出材して

が不足しており、プ
レカット工場の加工

きたい。
○建築現場では大工

立木購入を進めてい

による取り引きや、
森林整備まで含めた

木材の引き合いが多
いため、今後は直送

○製紙用チップについて、

しっかりと出材してほし
い。

９月頃から原木が思うよ
うに入らない。国有林は

Ｂ材まで手当しており、

を増やしても不足気味で
ある。大型の製材工場が

○合板については、住宅
着工が好調なため生産量

ノ キ は 安 定 し て い る。 ほしい。

力や山林の労働力の

しい。
などの意見が出されました。

料用チップの生産は順調で、国
有林は引き続き安定供給してほ

板チップが潤沢に出ている。燃

住宅着工が好調なため製材の背

意見を述べる各委員（上・下）

（担当＝地域木材情報分析官）
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12
挨拶する池田局長

委 員 会 の 模 様

11

１７４０
No

「消しましょう

そ の 火そ の

時 その場所で」今年の全国統
一防火標語のもと、 月９日か
ら 日までの一週間、秋の全国
火災予防運動が行われました。
九州森林管理局では、空気が
乾燥し火災が発生しやすくなっ
た時季を迎えたことから、火災

実施している業務内容などにつ

巨木の一つであるサキシマスオ
ウノキの現地で、当センターが

が見えてくる。寄付金は、渓谷
の復興に向けて有り難く活用さ

菊池渓谷が回復すると希望の光

江頭実菊池市長からは、「菊
池渓谷は市民共通の誇りであり、

渓谷内も立入禁止となっていま
す。

今回の訓練で、備えることの

挨拶があり消防（地震）訓練を
終了しました。

いて説明を行いました。
研修生の国では、マングロー

災害時などにおける迅速な行動、 続いて、仲間川で自然環境教
避難に繋がることになる」との
育に利用している木道や、巨樹・

大切さを再確認した一日となり
ました。

せていただきたい」と菊池渓谷
再開に向けて、お礼の言葉があ

ていることについて活発な意見

ブ林は建築材などに活用されて
いるところもあり、日本のよう

【西表森林生態系保全センター】

や質疑がありました。
今回の西表島での研修が、帰

（担当＝経理課）

国際協力機構 Ｊ
(ＩＣＡ 沖
)縄国
際センターによる「保護地域協

国後の彼らの活動に寄与できる
ことが期待されます。

りました。

27

にマングローブ林を保全して自
然環境教育や観光などに活用し

働管理を通じた脆弱な沿岸・海
洋生態系保全」コースの研修生
を 月１日に受け入れました。
研修生は５カ国から９人が参
加しており、はじめに保護区に

寄付金を贈呈する、津々見支部長（右）と中田会長（左）

予防の意識を高めるため 月
日に局庁舎において消防訓練を

消火の訓練を行い、職員は消化
器の正しい使い方を体験しまし
た。

おけるマングローブ林の保全な
【熊本森林管理署】菊池市役所
どに関する講義を受講しました。 において、菊池渓谷の復興に役

美しくする保護管理協議会」

（会 長 菊
: 池 市 長） に 対 し 、菊
池渓谷復興寄付金目録の贈呈が

行われました。
菊池渓谷は、熊本地震により

渓谷へ通じる県道や渓谷内で大
規模な土砂崩れなどが発生し、

現在復旧工事が行われており、
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行い、併せて、地震に備えてシェ
イクアウト訓練も行いました。
消防訓練は、熊本市西消防署
池田庁舎にご協力をいただきな
がら、火災発生時の通報や初期

消防署からは、万一火災が発
生した時は、「火災発生を大声

サキシマスオウノキの現地で

11

消火、避難誘導などの手順を本
番さながらに実施しました。

月

立ててもらおうと、 月５日に
日本森林林業振興会熊本支部

（津々見正樹支部長）、

10

日に九州国有林採石協会（中田
博基会長）より、「菊池渓谷を

12

で知らせること」「家庭でも消
火器を備えておくこと」、災害
対策では、「熊本地震を教訓に
家庭などにおいても非常食など
の備蓄」「災害について話し合

消化器の使い方を実践

う時間を持つことが大切であり、
常日頃からいざという時の準備
をしておくこと」など、解って
いるようで忘れがちな要点を指
導いただきました。
最後に、自衛消防本部長の堂
本整総務企画部長から、「こう
した訓練の積み重ねが、火災や

12

11

その後、消火器を使った初期

14
シェイクアウト訓練を行う職員

15

月

日に

紫尾山のブナ林の保全・保護
活動については、２００８年～
年度にかけて、さつま町や町
議会議員、ボランティア団体の
協力を得て現地検討会や植生保

【北薩森林管理署】
当署会議室において、さつま町
護柵の設置に取り組んできまし
た。

13

長及び、町議会議員並びに報道
関 係 者 人 の 出席 の も と 、 本 年

11

ととしていましたが、朝からの
雨により当署の会議室に変更し

有林）において説明会を行うこ

開きました。
当日は、紫尾山山頂周辺（国

度に北薩署が行った紫尾山のブ
ナ林の現地調査結果の説明会を

学び、そして大切にして行きた

を通じて私たちの生存環境に不
可欠な林野について掘り下げ、

る機会を得てありがたく思いま
す。これからも、国有林モニター

林管理署長から、本年度に再調

す。
説明会では、前田三文北薩森

様方への説明会となったもので

て紫尾山のブナ林の現況調査を
行い、当時ご協力いただいた皆

この活動から５年が経過した
ことから、本年度、当署におい

火山というと、まず、いつ噴
火するのかという予測の問題が

できる行程だったと思います。

ことができました。「百聞は一
見に如かず」ということを実感

自然の現象と人間の営みとの関
係を、時間的・空間的に考える

の木造化やＣＬＴを使った木造

及び保全対策後の経過報告」を
行うとともに、公共建築物など

査した「紫尾山のブナ林の現況

「広報九州」などからも林業や
森林についての情報を得ること

車に乗り込み、４時間かけて諫
早にやってきました。長時間か

いと考えています。
視察当日は、朝５時

頭に浮かびます。実際、平成新
山ネイチャーセンターで買い求

毎月拝読し ている「 林野」

ての実施となりました。

分の電

ができますが、現地視察は、情
報誌や広報誌からでは学べない

めた絵はがきでも、火砕流が人
家に迫っているものや、屋根ま

が詰まってしまいました。
また、その噴火後に長く続く

その下に、人の暮らしが埋もれ
たのだと考えると、恐ろしく胸

で埋まっているものがあって、

けて参加した収穫のある一日で
した。

眉山の治山事業や航空実播工

ことを実際に目にして把握でき
ます。
の視察では、林野事業の奥深さ
を目の当たりにして、有意義な

実際に現地を案内していただ
いたおかげで、火山活動という

建築物の現況、九州の木材需給
などのご支援・協力をいただき、
動向などの説明がなされました。 ブナ林の保全・保護に取り組ん

その後の質疑・意見交換では、 でいきたい」と挨拶し説明会を
議員から「５年前に行った調査
終了しました。

などに参加したので、現地を見

てみたかったが、写真などを使っ
ての説明で現在の状況が分かり

良かった」「植生保護柵（シカ
ネット）が効果があったことが

実感できた」「種子を採取して
養苗してはどうか」などの発言
がありました。

前田署長からは「今後も調査
を継続していく考えであり、関

特に印象が強かったことは、

問題についても考えさせられま
した。

道、諫早湾の水門に問いかけら
れているような気がしました。

久しぶりにＪＲに乗った帰り

ことを再認識させられた一日で
した。

係行政機関やボランティア団体

眉山という山の存在です（書店
に並んでいる関連書籍でも、眉

山について載っていないものも
ありました）。

眉山は、雲仙岳の前にあって、
結果として火砕流を遮ったとい

いただいて感じたことは、すさ
まじい自然エネルギーの力です。

雲仙普賢岳の噴火災害にかか
る治山事業の現地視察をさせて

私たちが通った方向から見た

うことでした。しかし、その眉
山自身も土石流によって、人々

自然を味方につけ、ともに歩ん

に襲いかかった歴史があります。 その中で、人間は何ができるの
そういう自然とどのように付き か。自然に対峙するのでは無く、

合っていくのか、東日本大震災

す治山事業の要諦ではないかと
思います。

で津波が防波堤を越えたように、 でいくこと。抽象的ではありま
想定外のことが起こることも心 すが、それが森林管理局が目指

において、自然との付き合い方
を探っていかなければならない
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12

勉強会でした。今まで認識でき
ていないことを現地研修で学べ

30

質疑・意見交換の模様

21

調査結果の説明を行う前田署長

自主健康管理推進月間の行事
として、１月 日、局大会議室
において「おくすりの話」と題

「先発医薬品」と「後発医薬品
（ジェネリック医薬品）」があっ

康管理の一助になり、健康で明
るい職場づくりに繋がれば幸い

（担当＝総務課）

講 話 に 耳 を 傾 け る 職 員

に当たっては高温多湿な箇所は
避け、年に一度は薬箱の整理を
行う方が良いと説明されました。 です。
最後に薬を買うときには、
「どこが」「どのように」「い
つから」「どのような状況」か
によって薬の種類も変わるとと

て、ジェネリック医薬品は安価

もに過去の副作用などにも注意
が必要である。また、薬にも

で薬の効果に変わりはないなど
の話があり、職員も真剣に聞き

した衛生講話を開き、多数の職
員が参加しました。

美子氏より、薬の関係について、 き方が決まることから、量や回

講話では、講師の熊本市保健
所医療政策課高木舜氏と馬場惠
数を減らすと効果が現れない場
合もあり、飲むときには食前・

入っていました。
この講話が、職員皆さんの健

入剤・舌下剤・液剤・散剤・錠
剤の順で血液中の濃度で薬の効

詳しく話していただきました。
まず、薬局と薬店の違いにつ
食後・食間などの時間を守り、
水かぬるま湯で飲むこと。保管

を扱えるところで、薬店とは一
般的にドラッグストアのこと。
また、処方薬は一人の患者を対
家庭では果実酒として利用され
ています。
葉は対生し楕円形で全縁、先
は尖り、葉も小枝もＴ字状の毛
に覆われ、葉の裏面では支脈が
隆起し湾曲してほぼ平行に走り、
脈腋に黄褐色の毛があります。
花は両生花で、小柄があり花
弁４個、雄しべ４個、雌しべ１
個があります。
樹木園には、入り口すぐの東
側と西側の駐車場入り口付近に
あります。春の黄色の花、秋の
透けるような赤い果実は見事で
す。

いてでは、薬局は調剤室があり
医師の処方せんに基づき処方薬

講師の馬場氏

象としているのに対し市販薬は
患者一人ひとりに応じていない。
春一番に黄色の花を幹一杯に
つけますので大変目立ち、必ず
使用期限も市販薬には記載があ
目につく花です。中国や朝鮮か
るが、処方薬には記載がないこ
ら享保年間に薬用植物として伝
とから、まずは処方された期間
えられ、現在は庭園木として植
内しっかり飲み、余った場合は
えられる落葉高木です。
処分した方が良いとの話があり
名前は漢名をそのまま呼んで
ました。
種名となっていますが、花が春
次に薬の基礎知識として、薬
一番に黄色に咲くことからハル
の効果が早いのは、注射剤・吸
ゴガネバナ、また、秋の果実が
真っ赤に熟すことからアキサン
ゴとも呼ばれます。
漢方薬の生薬名は「さんしゅ
ゆ」と呼ばれ、滋養、強壮、冷
え性、前立腺などの薬効があり、
講師の高木氏

こ こへ 来て よう やく 寒 さ が厳

しく なっ てき まし た、 連 日 最低

気温 が氷 点下 にな り、 コ ー ト・
マフ ラー ・手 袋と 、防 寒 重 視の

格好 で通 勤と なっ てい る と ころ
です ▼寒 いと 言っ ても 庁 舎 内な

らま だ良 い方 で、 風が 吹 き 雪の
舞う この 時期 に、 現場 業 務 を行

う職 員皆 さん の辛 さは ・ ・ ・推

して 知る べし と言 った と こ ろで
しょ うか ▼寒 い中 での 業 務 は、

体が 硬く なる うえ 、凍 結 や 積雪
など によ る滑 り転 倒、 車 で 移動

中の スリ ップ 事故 など 、 寒 い季

節な らで はの 注意 事項 が 多 くな
りま すの で、 安全 対策 を 確 実に

実施してください▼２月期は
「ゼロ災月間」になっています、

寒く ても 作業 前に は十 分 体 をほ
ぐし 、凍 結・ 積雪 によ る 歩 行中

の転 倒な どに はく れぐ れ も 注意

して 、「 今月 も ゼロ 災 で 行こ
う！ よし ！」 で災 害ゼ ロ を 達成

しま しょ う▼ 寒い 日が 続 い てい
ます が、 季節 は春 に向 か っ て着

実に 進ん でい ます 、沖 縄 で はカ

ンヒ ザク ラが 開花 し桜 祭 り が開
かれ 、熊 本城 内で は梅 の 花 が咲

（も）

き、 出水 のツ ルの 北寄 行 が 始ま
りま した 、春 はそ こま で 来 てい

ます。
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