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鹿児島指導区

繊維ロープを使用したアイスプライス加工・

簡易架線集材スペシャリスト養成研修の開催
鹿児島指導区

間伐や主伐の伐採現場での，作業従事者の労働負荷軽減と作業
効率（集材工程）の向上を図るため，当指導区では平成29年度か
ら，繊維ロープの利用を進めており，林業事業体においては，集
材作業での単胴ウインチドラムへのセットによる活用が広がりつ
つあります。

林業事業体からは，繊維ロープのアイ（輪）の編み方について
学びたいとの要望があったため，平成30年11月に，アイスプライ
ス（アイの編み込み）加工の実習研修を開催しました。

研修では，「サツマ差し方式」と「ストレートタック方式」の
２通りの編み方を実習しました。

加工した繊維ロープは，引き続き行われた「簡易架線集材スペ
シャリスト養成研修」においてスイングヤーダでスリングロープ
として使用し，使いやすさや引張り強さを確認しました。

なお，繊維ロープは切断することもあり，安全な作業を行うた
めに，滑車等の金属部と接触する部分は，ロープの摩耗状況等の
確認を十分に行う必要があります。

（重森宙一・橋口雅浩）

しいたけ種駒打ち体験活動

毎年，管内の小学校を対象に，しいたけの種
駒打ち体験の要望調査を行い，２月に体験活動
を実施しています。

今年は平成31年２月１日～15日にかけて４つ
の小学校で行いました。

しいたけ原木となるクヌギの植栽や種駒打ち
体験，しいたけの収穫と，子供たちがしいたけ
に興味をもってもらえるような体験活動を行い，
学校からは貴重な体験になったなどの意見が寄
せられ好評でした。

（重森宙一・橋口雅浩）

平成30年度実施校

・鹿児島市立郡山小学校

・鹿児島市立本城小学校

・鹿児島市立向陽小学校

・いちき串木野市立荒川小学校



鹿児島指導区高校生のための木材生産現地学習の指導

県立鹿児島工業高等学校工業Ⅱ類建築系の生
徒40名が森林・林業・木材産業（伐採から加工，
建築まで）について学ぶ見学授業が平成31年１
月22日に開催され，鹿児島市内の間伐現場で森
林・林業について説明しました。

生徒たちは山からどのようにして木材が生産
されていくのかを見聞する機会はあまりないだ
ろうと思い，かごしま森林組合の協力を得て，
チェンソーによる伐採→ウインチ付グラップルによる
集材→プロセッサーによる造材→フォワーダによる
運搬という一連の作業を見学してもらいました。

立木が倒れる時の迫力や高性能林業機械の能
力に，生徒たちから「うおー」という大きな歓
声があがっていました。

生徒たちの中から木造建築に携わる技術者が
多く育つことを期待しています。

（重森宙一・橋口雅浩）

緑の少年団の植樹活動への支援 鹿児島指導区

鹿児島のシンボルである桜島で「地球に緑を，桜
島を緑に」をテーマに「第18回どんぐりころころ植
樹祭」が平成31年２月23日に開催され，鹿児島市内
等の緑の少年団（小中学校）20団，405名の参加があ
りました。

この植樹祭は「桜島どんぐりころころ植樹祭実行
委員会」主催で開催しており，当指導区の普及指導
員も植樹祭の準備から当日の緑の少年団の植樹指導
まで幅広く支援しています。

植樹する苗は，それぞれの団が，どんぐりから３
年間大事に育てたマテバシイ，ウバメガシ，アラカ
シの苗であり，子供たち自ら慣れない「つるはし」
を使って植穴を掘り，ゴロゴロと出てくる石の隙間
に肥料を入れて苗を植栽していました。みんな成長
を楽しみにしているようでした。

（重森宙一・橋口雅浩）
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林業事業体育成研修 南薩指導区

南薩流域における一人親方等の林業事業体の育成を図るた

め，南薩流域活性化センターの主催により標記研修を平成30

年11月12日に開催しました。

研修内容を検討する際，幾つかの林業事業体に現在抱えて

いる問題点やどのような研修を望んでいるか聞いたところ，

①１人で会社を興し，その後会社を大きくした先達の話を聞

いてみたい。②現在，個人事業主として会社経営しているが，

法人化するメリット・デメリット，手続き等を知りたい。③

認定林業事業体の登録関係，各種補助制度，社会保険につい

て詳しく知りたいとの意見をいただきました。

①についてはさつま町の植村林業株式会社の植村崇様に，

②はきしゃば会計事務所の脇田太志様に講師をお願いし，

③については，地域振興局から説明を行いました。

参加者は，８事業体１０名でしたが，大変好評で２回目の開催を望む声を多くいただきました。

研修後は，事業体間で連絡を取り合っているところもあり，研修の成果も出てきております。

今回の参加者は，人工林の森林整備に取り組み始めた事業体やこれから実施したいと考えているところばか
りですが，地域の森林整備の一層の推進を図るためにはこれらの事業体の方々の参画が重要と考えています。

（上敷領芳広）

研修風景

若手林業事業体の育成研修
南薩流域森林・林業活性化センターでは，若手の林業事業体

の育成研修を昨年度から引き続き実施しています。

南薩指導区からは，鰹節用薪生産を父親から引き継いだ方や，

森林組合から独立して事業体を立ち上げた方など７事業体が研

修に参加しています。

いずれも代表者が年齢30歳から40歳前半で，森林整備や木材

生産の経営拡大に向けて，意欲ある元気な皆さんです。

令和元年７月30日の研修では，南薩指導区・鹿児島指導区と

合わせて14名の参加者がありました。

薩摩川内市で先駆的な取組を行っている有限会社田中林業の

田中佑樹氏を講師に，高性能林業機械の導入による作業システ

ムの改善や安定的な事業量確保に向けた森林経営計画樹立の取

組，補助事業の活用などについて研修しました。

研修では，社員の雇用や定着に向けて，自社の経営理念等を明確に示し社員と共有すること，それぞれに役
割と責任を持たせてやる気を引き出すこと，作業手順のマニュアル化など経営ノウハウについての説明もあり
ました。

また，さつま町の北薩木材流通センターでは，現在の木材市況や直送による木材輸出に向けた採材及び検収
方法について，説明を受けました。

その後，県から認定林業事業体及び登録林業経営体の支援制度や森林事業に向けた補助事業，最近の労働災
害事例等について説明を行い，今後の具体的な支援制度の申請や補助事業活用について確認しました。

南薩流域では，今後も林業事業体の技術向上に向けて，森林作業道の作設技術研修及び測量・管理研修，木
材生産や再造林の低コスト化に向けた技術研修等を実施することとしています。 （下田誠司）

南薩指導区

研修風景
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親子木工教室を開催しました。 北薩指導区

平成31年２月９日の土曜日，さつま町立永野小学校において，親子
木工教室を開催しました。今回の木工教室は，同小学校において実施
する４回の活動（森林環境学習，伐採現場・製材工場見学，植樹体験
活動等）の一つです。

当初は３～６年生の21名を対象としていましたが，教頭先生から
「是非，１～２年生にも体験させたい。」との要望もあり，全学年27
名が体験しました。

今回，児童たちに製作してもらったものは，管内の森林組合で生産
しているスギ丸棒を利用した椅子です。以前，別の小学校で同型の椅
子を製作した際は，終了予定時刻を大幅に過ぎたので，今回は時間配
分に気をつけました。

当日は森林・林業教育指導者，学校職員，振興局スタッフのほか，
多数の保護者の参加もあり，児童たちは木材の組み方や釘の打ち方に
苦労しながらも，スムーズに製作が進み，怪我も無く，時間内に立派
な椅子が完成しました。

この教室は，地元新聞にも掲載されたので記事を見かけた方もい
らっしゃったかと思います。

一年間の活動を通じて，児童たちに「伐って，使って，植えて，育
てる」という循環型林業の一部に触れてもらう事ができ，少しでも関
心を持ってもらえたのではないかと感じています。

（永野昌伸）

地域の特色を活かした森林づくりを目指して

～『長島の森林づくり推進協議会』の発足 ～
北薩指導区

▶ 設立総会開催状況

長島町の森林を適正に整備・保全し、公益的機能を持続的に発揮できるような森林づくりを進めるた

め，令和元年５月７日「長島の森林づくり推進協議会」が発足しました。会員は同町のほか，地元の県認
定林業事業体，森林整備公社，北薩地域振興局であり，お互いに連携・協力しながら，同町の多様な森林
づくりの推進・検討のほか，今年度からスタートした森林経営管理制度の円滑な実施方法や森林環境譲与
税の使途の検討，町民への森林整備の普及啓発活動などに取り組んでいく計画です。

当協議会には，具体的に活動していく部会を設け，毎月１回，関係者が集まり，活動計画とその実施等
を話し合っています。６月末現在，部会を２回開催し，

主に森林経営管理制度に係る意向調査区域の選定や調査方

法などを検討してきました。次回は，机上で設定した当区

域を現地調査していく予定です。また，森林整備の普及啓

発活動として，６月８日，会員が中心となり，蔵之元小学

校全児童とその保護者約 110名を対象として，森林のはた

らきと木材の特性の話や木工体験活動を開催しました。

（久保 慎也）
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姶良･伊佐指導区
コンテナ苗用穴掘り機の試行

林政ニュース599号にも取り上げられましたが，宮崎県の長倉

樹苗園が発売しているコンテナ苗用の植え穴掘機「ほるほるく

ん」。当管内の種苗生産者が試行的に１台購入されたので，生産

者に依頼して試運転と兼ねて，森林技術総合センターで考案した

150CCコンテナ苗用の改良鍬(コンテナの規格に応じた形状で先端

を鋭利に加工したもの）やディブル，通常の鍬との比較･検証を

行いました。

通常の鍬では植え穴が大きくなりがちなのに対し，コンテナ苗

の形状に合わせた改良鍬はコンテナ苗の大きさに合わせて掘れる

が，少し深めに鍬を刺す必要があることや手前に土をかき寄せる

力が予想以上に必要なこと，ディブルについては，場所を選ぶこ

と，押し込む力・抜く力も思った以上に必要なことが確認できま

した。

「ほるほるくん」は，掘りやすく，抜きやすいが，思ったより

重いことが確認できました。現時点では価格はそれなりにします

が，作業効率と労働負担軽減を考えれば，非常に有効なものと判

断できました。今後，重量や持ち運び易さが改良されると，さら

に普及が進むと考えられます。 （長濱孝行）

コンテナ苗用の穴掘り道具

ほるほるくんの試運転状況

姶良･伊佐指導区循環型森林整備オペレーター養成研修

新年早々，平成31年１月９から11日にかけて，姶良･伊佐地域

森林･林業活性化センター主催による標記研修を開催しました。

この研修は，伐採から再造林に至る一連の工程を適切に担える

人材を養成することを目的としており，伊佐愛林㈲の皆伐施工地

をフィールドとして提供していただきました。

伊佐市役所会議室において，伊佐市駐在の中村林業普及指導員

がモデル的な伐採同時地拵え作業や労働安全衛生対策について，

森林技術総合センターの林業専門普及指導員が苗木の取扱･植栽

について講義した後，現場へ移動しました。

地拵えについては，さつま町の㈱はなぶさの羽子田社長を講師

として，ロングリーチグラップルの実演･指導を，植栽について

は，伊佐愛林㈲の今吉社長が実演を行いました。

研修受講者それぞれが，地拵えや植栽に関する各所属の考え方

や工夫している点などを発表･実演してもらい，講師陣や我々普

及指導員とで活発な意見交換を行うとともに，今後の再造林に向

けて，適正かつ効率的な実施に向けて合意形成を図ることができ

ました。

（長濱孝行）

ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁｸﾞﾗｯﾌﾟﾙによる地拵え作業

苗木の適切な管理と植栽手法の研修



枝物生産者情報交換会を開催しました 大隅指導区

特用林産物であるシキミ等枝物において日本有数の生産量を誇

る鹿児島県，中でもその７割を当管内の大隅地域が占めています。

管内での枝物の更なる生産振興を図る取組として，生産者間の

情報の共有や交流を目的とした情報交換会を，平成30年11月に開

催しました。

新規予定者を含む枝物生産者や指導林家，市町職員など関係者

約40名が集まり，生産者による事例発表や情報・意見交換等を行

いました。

事例発表では，鹿屋市の生産者１名の方から発表していただき

ました。大隅地域で枝物が栽培されるようになった経緯や自身の

生産目標，圃場整備状況等多岐にわたっての内容でした。最後に，「これからは，お互いに連携して情報の交

換等を行い，協力しながら大隅の枝物を盛り上げていきましょう。」と熱い思いを話していただきました。

情報・意見交換では，「遮光を利用した畑でのサカキ栽培について研究をしてほしい。」，「新規生産者の

養成が急務であるため枝物研究会等の組織を立ち上げてはどうか。」，「優良品種の生産供給体制を整備して

ほしい。」など様々な意見・要望をいただきました。（森林技術総合センター並びに県庁森林経営課の方々に

は御協力ありがとうございました。）

全体を通して，参加者からは，「今回を契機に，継続した交換会・研修を計画してほしい。」との意見をい

ただいたので，早速，次回どのような内容がよいかアンケート調査を行っているところです。

（村岡英樹）
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大隅指導区大隅流域森林・林業活性化センターのホームページを開設！

林業担い手の確保対策と森林・林業の情報発信を目的として，

大隅流域森林・林業活性化センターで平成30年度林業成長産業化

創出モデル事業を活用しホームページを開設しました。

林業就業相談会などで林業事業体が就業対象者に説明を行う時

にまず，「大隅地域って，どこ？」 からはじまり，「林業の仕

事って何？」など森林・林業等に関する情報が周知さなれていな

いことを痛感させられました。

そこで，団地化・担い手対策部会において協議検討を重ね，大

隅の森林・林業関係のいろいろな情報を発信できるホームページ

を開設しようということとなり，開設しました。鹿児島県におけ

る大隅の位置や森林・林業の現状の他にも各市町ごとに事業体

（認定林業事業体）の紹介もしています。また，今回のホームペ

ージには大隅流域でのいろいろな施策や部会等の活動状況、研修

状況などをタイムリーに情報発信するためのＢlogやＦacebookも

開設しておりますので，ご覧ください。

（山下義智）
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子どもたちに木のぬくもりを体感してもらおう！

令和元年６月８日（土）に曽於市立大隅北小学校で全児童

（３０人）を，７月１２日（金），１３日（土）に鹿屋市立鶴峰

小学校の５，６年生（１７人）を対象に未来につなぐ森林環境教

育推進事業を活用して，地元のスギを使った本立てを作成しまし

た。

材料に地元スギを製材した板材を使用しました。子どもたちに

は，それぞれ設計図を見て，さしがねで部材の長さを確認し，の

こぎりを使い，部材を横やななめにカットし，やすりがけを行っ

たあと，釘を打つ予定の場所にきりで穴をあけ，そこに釘を打ち

付けて，自分の本立てを製作してもらい，早く済んだ子どもは製

品にニスを塗って，さらに完成度をアップさせていました。

子供たちからは，「のこぎりの使い方や釘の打ち方など難しい

とこをもあったけど，自分の本立てができて良かった」などの感

想があり，楽しく木工体験ができた様子でした。

また，ある児童は父の日が近かったので，「自分の手作りの作

品を父の日のプレゼントにするんだ」とにっこり笑顔で話をして

くれました。 （山下義智）

大隅北小学校

鶴峰小学校

走行集材機械の運転業務に係る特別教育講習の開催
大島指導区

令和元年６月20日から21日までの２日間，奄美大島流域森林・林業
活性化センター主催で，天城町において，走行集材機械の運転業務に
係る特別教育講習会を開催しました。

近年，車両系伐木等機械や車両系架線集材機械及び車両系走行集材

機械の運転業務従事者は，「労働安全衛生規則の一部を改正する省

令」（平成25年11月29日公布）により，特別教育を受講することが必
要になりました。

しかし，離島においては，受講のための交通費などが事業体や従事
者の大きな負担となり，以前から技術者育成の課題となっていました。

こうした中，管内の事業体から「将来的にフォワーダ等の走行集材

機械の導入や既に所有している林内作業車の有効活用を検討している

ので，実技も含めた特別教育の地域内での開催を！」との要望があっ

たことから，今回，県林災防の臨時講師で，青年林業士でもある岩井
氏を講師として招きました。

講習会開催にあたり，本特別教育の必要性や労働災害防止の取組に

ついて，受講者に説明を行いました。

（山下幸一）

特別教育の説明

実技講習
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新しく認定された指導林家等の紹介 普及指導部

毎年度，林業に意欲的に取り組んでおられる方々を，地域

林業のリーダーとして活躍していただくため，指導林家等に

認定しています。

平成30年度は，指導林家１名，指導林業士３名，青年林業

士８名の方々が新しく認定されましたので御紹介します。

○指導林家（１名）

古市道則さん（南種子町）種子島しきみ生産組合 組合長

○指導林業士（３名）

市野広明さん（霧島市）(株)正徳林業 現場技能者

橋口康一さん（西之表市）米盛建設(株) 林業室リーダー （知事と記念撮影：指導林家，青年林業士）

池田道春さん（屋久島町）(有)池田造園建設 代表取締役

○青年林業士（８名）

増田雄俊さん（いちき串木野市）(有)萬造寺林業 現場技能者

松井大樹さん（鹿児島市）(株)山下林業 現場技能者

豊留 勝さん（薩摩川内市）藤川山林(株) 鹿児島事業所長

羽子田龍作さん（さつま町）(株)はなぶさ 代表取締役

柳原一郎さん（湧水町）北姶良森林組合 現業職員

西山祐希さん（大崎町）原一林業(株) 現場技能者

長尾康平さん（瀬戸内町）瀬戸内町森林組合 業務係員

康田悟代さん（天城町）徳之島地区森林組合 技術吏員

本県の森林・林業の振興のため，今後ますます積極的に活動されることを期待します。（小山孝雄）

●指導林家とは，森林・林業に関する
優れた技術・知識を有し，人格・識見
ともに優れ，地域の模範となる森林・
林業経営を行っている者等を認定。

●青年林業士とは，地域林業の担い手
として，意欲を持って林業に取り組ん
でいる者等を認定。

●指導林業士とは，青年林業士と同じ
要件で，青年林業士が満50歳に達した
者等を認定。

認定証交付式：平成３１年２月９日

令和元年度 スペシャリスト養成講座

本講座は，森林・林業に関する総合的な知識・技術の習得を

目的に，意欲を持って林業に取り組んでいる林業従事者等を，

地域林業の中核となるリーダー（青年林業士）に育成するため，

例年実施している研修です。

今回は，県本土をはじめ屋久島や奄美大島と，県内各地から

「やる気と元気のある若者12名」の参加がありました。受講

生の勤務先は、森林組合、素材生産会社などです。

研修期間は前期を６月に，後期は10月に，それぞれ２泊３日

の日程で，前期研修では、１日目に森林・林業の現状や造林用

苗木の専門技術に関する座学と林業種苗の生産状況等と主伐再造林の一貫作業について現地研修を実施しまし
た。

２日目は，林業経営・森林育成・作業システムに関する座学と青年林業士としての心構えや，元気の出る地
材地建の取り組み等について外部講師や先輩青年林業士の方々から，講義してもらいました。

３日目は，特用林産・森林保護に関する座学と受講生に現在の仕事内容や将来の計画・展望について発表し
てもらい，活発な議論が行われ受講生の仕事への真摯な取り組みが感じられました。

後期研修では，県内外の先進的に取り組んでいる曽於地区森林組合，泉林業の木材搬出現場や外山木材志布
志工場，中越パルプ工業川内工場などの木材加工施設等について，現地研修を実施しました。

本講座を修了した受講生は，１年以上地域で活動してもらった後に青年林業士の認定申請を行い，県が審
査・認定することとなっています。 （田中謙二）

普及指導部


