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自治会林研グループを活用した森林管理の取り組みがスタート

鹿児島指導区

県内の生産森林組合において，これまでの設立総
数は65，そのうち，37の生産森林組合が解散してお
り，ここ10年では，地縁団体への寄付や第三者への
売却により解散した組合が15組合となっています。
当管内の嶽生産森林組合においても，組合の維持
存続が厳しい状況から，今年度，解散の予定で，法
人格を得た自治会である地縁団体に贈与し，分収林
は現契約を地縁団体が引き継ぎ，直営林は既に経営
委託している林業事業体に引き続きお願いすること
にしています。
そのような中，今年の４月に自治会の会員の中か
ら，山に関心がある40代から80代までの幅広い層の
110人が参加して，林研グループﾟ「本里自治会山林
部会」を設立しました。
今年度の林研グループ活動としては，主伐後の植
付作業0.5ヘクタールを予定しています。今後，地
域の貴重な林業労働力として，また，林業事業体と
の連携して，植栽や下刈りなどの作業が進んでいく
ことを期待しているところです。
（村岡英樹）

離島の特用林産物「大名たけのこ」の魅力をＰＲ
大名たけのこは，わが国の食用竹の中でも，その味の
良さから「たけのこの王様」と呼ばれ珍重されています。
たけのこの発生は４月末から６月までで，近年の売り
上げは，三島村，十島村両村とも，300万〜400万程と
なっています。
今年の出荷については，新型コロナウイルスの影響で
異変が起きました。例年は青果市場で１キロ900〜500円
ほどで取引されますが，今年は飲食店の営業自粛などで
買い手がつかず，600円前後まで下落し，更に出荷が制
限されました。三島村においては，島からの輸送費を含
めると採算が合わず，販路を拡大するため，フェリーみ
しまターミナル駐車場（鹿児島市本港新町）に直売所を
設置しました。写真にあるむき身タケノコは一袋350グ
ラムで420円（税込み）で販売，定住促進課の日高課長
は「シャキシャキした食感が特徴で，みそ汁や卵とじが
おすすめ。天ぷらにすると特に絶品。」と魅力を語って
くれました。
マスコミの取材もあって，1ヶ月間，船便に応じて，
午前９時〜午後２時に販売する予定でしたが，開店１時
間程度で売り切れるほどの盛況ぶりでした。大切な竹林
資源を有効に活用するため，１日でも早いコロナの終息
を願いつつ，効率的・効果的な竹林整備の手法を，関係
機関と連携し普及指導を行っていきます。
（村岡英樹）

鹿児島指導区
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ヒサカキの圃場の土壌分析について

南薩指導区

南薩地域の枝物生産者から「植栽してから３年以上経過した
植栽後，３年経過した圃場
ヒサカキの生育が思わしくないので，原因を調べてほしい。」
との相談がありました。
そこで，森林技術総合センターの研究員にも同行いただき，
調査を行いました。
生育不良の考えられる要因としては，①葉量が少なく，一
部黄変しているものも見られたこと，②「枝物の生産目標別
施肥量」を大幅に上回っていること(過剰施肥)などを踏まえ，
土壌分析をすることにしました。
土壌分析は南九州市の研究機関に依頼し，分析結果は南薩地
域振興局の農政普及課の方に評価してもらいました。
生育不良の要因はいくつかありましたが，最大の要因はＰＨが高いのではとのことで
した。ヒサカキはお茶などと同じツバキの仲間で，最適ＰＨは5.0前後だが，当該圃場
では6.5と高い数値が検出されました。なお，6.0を超えると生育が極端に悪くなるとの
葉量が少ない
ことでした。
生産者に分析結果を示し，これまで施肥していた鶏糞（ＰＨが他の堆肥と比較して高め）から，比較的
ＰＨの低い牛糞に変えてみてはと助言しました。また，完熟した堆肥でないと根を傷める可能性もあるので，
その点も留意するよう伝えました。今後も経過を観察し，生育状況の改善を図っていければと考えています。
今回の分析にあたり，多くの方々の御協力をいただき感謝申し上げます。
（上敷領芳広）

林業普及指導員の竹林管理技術向上に向けて（竹林ウラ止め研修）

北薩指導区

► 研修の様子
早掘りたけのこの生産に力を入れている「北薩地域」では，
生産者の竹林栽培技術の向上を図るため，毎年，４〜５月に，
生産者を集めて，親竹や施肥等の管理についての研修会を各地
域で開催しているところですが，今年は，新型コロナウイルス
の影響により研修会の開催を断念せざるを得ない状況になって
しまいました。
そこで，今回は，日頃，北薩地域の生産者を支援・指導して
いる３名の林業普及指導員の技術向上を図る目的で，さつま町
のたけのこ指導員に協力していただき，森林技術総合センター
の林業専門普及指導員を講師に迎え，竹林の風害対策と伐竹作
業時の労務軽減等に繋がるとともに，早掘りたけのこ生産に導
入することが必要と考えられる「ウラ止め」について，林業普
及指導員現地実践研修を令和２年５月14日に実施しました。
たけのこ指導員や林業専門普及指導員からの手ほどきを受け
ながら，安全を確保し，適正な高さでウラ止めする技術の難し
さを各林業普及指導員は体感できました。
生産者を集めた研修会を開催できる日に向けて，今後も，各
林業普及指導員のレベルアップに努めていきます。
（久保慎也）

２

北薩指導区

コロナに負けないぞ！緑の少年団への体験活動支援
令和２年５月29日，長島町にある蔵之元緑の少年団の体験活
動を実施しました。活動内容の事前打合せにおいて，少年団側
から，樹木や木材等を活用して，子どもたちが楽しいと感じる
体験活動を要望されたため，当日は，２チームに分かれて，丸
太切りや端材積み，マツボックリ投げ，木製パズル合わせなど
をリレー形式で実施し，また，毛虫のクイズや竹とんぼ・木製
コースター作りを行いました。
初めてノコギリで丸太を切ったと喜ぶ子ども，積み上げた端
材を倒して悔しがっている子ども，チームメイトを一生懸命応
援する子どもたちの姿は，とても印象的でした。
活動後の振り返りでは，「みんなとのチームワークが深めら
れて良かった。」，「マツボックリ投げや木製パズル合わせな
ど楽しかった。」，「作った竹とんぼとコースターは大事にし
ます。」などの感想がありました。意外に関心が高かったのは
毛虫のクイズや活動の合間に話した樹木や木材等の雑学に関す
ることだったため，改めて，大人の私たちとは違った感性を持
つ子どもたちの興味を抱く話題等を感じることができました。
（久保慎也）

▶ 木材の話や競争あそびの説明の様子

▶ 作成した竹とんぼと子ども達の笑顔

地域の特色を活かした森林づくりに向けた取り組みを進めています！
昨年５月に発足した「長島の森林づくり推進協議会」では，
会員である長島町，地元の県認定林業事業体，森林整備公社，
北薩地域振興局が互いに連携・協力しながら，町の特色を活か
した森林づくりに向けた取組を進めています。
これまで，①森林づくりのマスタープランである長島町森林
整備計画のゾーニング等の検討，②イベント等を利用した町民
への森林整備・木材利用の普及啓発活動，③森林経営管理制度
の円滑な実施，④森林環境譲与税を使用したパンフレットの作
成など，協議会に設置されている部会において，具体的に活動
しています。
特に，③については，意向調査区域の選定や調査対象者への
説明(座談会)，森林の経営・管理を町へ委託希望される方の所
有森林について現況調査と森林整備方法の検討等，会員それぞ
れの強みを活かし，弱みをカバーしながら，会員が一体となっ
て取り組みました。
令和２年６月25日，協議会の第１回目の通常総会を開催し，
令和２年度は，昨年度の取組内容を更に充実していくため，新
たに事業等を活用しての取組内容などを協議し，承認されまし
た。総会の終わりには，町長から「協議会で取り組んでいる内
容等を参考にしながら，森林環境譲与税を有効活用し，多様で
豊かな森林づくりを進めていきたい。」との挨拶がありました。
今年度も，ますます活動を充実していきたいと考えています。
（久保慎也）

北薩指導区

▶ 会員による森林現況調査の様子

▶ 第１回通常総会(協議会)の開催状況

３

森林環境教育 第１回目を開催しました

姶良･伊佐指導区

令和２年５月，霧島市立安良小学校において，第１回目の森林環
境教育を実施し，元気な１〜６年生 25名が参加しました。講師に
県森林インストラクターの森山リミさんを招き，校庭の樹木の観
察・樹名板の設置を指導いただいたほか，当校のシンボルツリー
「メタセコイヤ」が生きた化石であることを学びました。また，手
作り特大の「直角二等辺三角形」を活用した簡易樹高測定によるシ
ンボルツリーの高さを予測する学習では，20ｍや30ｍと予測する児
童が多く，答えの33ｍに驚きや感心した様子が見受けられました。
６月は伊佐市立羽月西小学校５･６年生の６名を対象に，森林技
術総合センターにおいて，生物多様性と樹木の観察方法を学習しま
した。「生物多様性＝みんながつながって生きていること」，「森
林の生物多様性を守ること＝森林を守ること」，自分たちの住む伊
佐市にも地域特性があり，サギソウなど珍しい植物があることを子
どもたちも知ることが出来ました。また，学年対抗 樹木のカルタ
では，葉の付き方の違いや針葉樹・広葉樹の違いをよく観察しなが
ら，講師が示す枝と同じ枝を選び取って得点を競い，結果は６年生
が高得点を収めました。
次は霧島市立大田小学校の学校林を活用した森林環境教育を計画
しています。各学校の特色を活かしたおもしろい内容を組み立てて
いこうと思います。
（山下幸一・神志那紀子）

令和２年度第１回姶良市林務行政定例会現地研修開催

姶良･伊佐指導区

令和２年４月17日，姶良市，姶良西部森林組合，姶良・伊佐地
域振興局が参加し，霧島市福山町の砂田樹苗園で現地研修を開催
しました。
今回は，未来の森林づくり推進プランの目標の一つである再造
林を推進するにあたり，重要課題である「優良苗木の安定供給体
制」を進めるため，苗木の生産ハウスや採穂園の視察を行いまし
た。
市，森林組合の職員の中には，苗木生産の状況を初めて見る方
もいて，とても関心を持たれているようでした。
砂田氏からは，苗木増産にあたり採穂に必要な労務が不足して
いるとの意見があったので，森林組合から今後定期的に労務を提
供し，一方で，森林組合からも下刈の労務が不足しているとの意
見があったので，相互に労務提供を行うべく，協議を進めたとこ
ろです。
次回は，シカ侵入防止ネットの効果に関する現地研修を計画し
ています。
（岩智洋）

４

第１回コンテナ苗生産技術研修会の開催について

大隅指導区

当指導区では旺盛な木材需要により主伐が進み，その後の再造林
が十分に進んでいないことから，対策の一環として苗木生産者の確
保・育成を図るための研修会を一昨年度末から開催しているところ
です。
コンテナ苗を生産される方もいますが，露地苗生産者が多く，露
地苗だと植栽時期が限定されることなどから，コンテナ苗生産への
移行を生産者に働き掛けているところです。
コンテナ苗生産では①穂木をコンテナ容器に直接挿す方法，②鹿
沼土などを入れた大型の育苗箱に挿し，発根させてからコンテナ容
器に移し替えて挿し付ける方法とがあり，今回は今年の２月から３（R2.6.18マルチキャビティへの植え替え状況）
月にかけて箱挿した苗木をＭスターコンテナやマルチキャビティコ
ンテナへの移し替えの研修をしました。コロナ禍ということもあり
６月18日から19日にかけて，肝付地域と曽於地域で開催しましたが，それぞれ40人程度の方が参加されました。
研修では昨年度の振り返りのあと，森林技術総合センターの永吉
研究専門員が植え替えの実演を行った後，参加者全員で植え替え作
業を行いました。両日とも天気があまり良くなく，特に，19日は土
砂降りの中での研修でしたが，参加者から色々と積極的な質問があ
り，有意義な研修となりました。今回の研修参加者の手によって作
られた苗木が指導区内の伐採跡地に植栽され，立派なスギ林になる
（R2.6.19 Mｽﾀｰへの植え替え状況）
ことを楽しみにしています。 （山下義智）

森林環境教育の実施

大島指導区

毎年，管内の小学校を対象に森林環境教育を実施
しています。
今年度は，大和村立今里小学校の全校児童７名を
対象に森林環境学習，木工体験活動及びしいたけ駒
打ち活動の３回に分けて体験学習を実施する計画で
す。森林環境学習は，６月13日(土)に「地域特性を
希少植物の解説
生かした森林の生物多様性についての学習」と題し
説明状況
て，森林技術総合センターの片野田森林環境部長を
講師に招き，奄美大島最高峰の湯湾岳で実施しまし
た。
バスで９合目にある登山口まで移動し，登山口に
隣接する駐車場において，パネルを使用して生物多
様性の仕組み等について学んだ後，登山道を登りな
解散式
がら周辺に見える植物についての観察を行いながら，
山頂手前にある広場を目指しました。
あ ま み こ
し に れ く
広場では，湯湾岳は古くから霊峰として崇められ，阿麻弥姑（女神）・志仁礼久（男神）の二神が降り立
ち奄美大島を開祖したと言い伝えられている謂れなどがあることを説明しました。
湯湾岳にはじめて訪れる児童も多く，楽しく貴重な時間を過ごせたのではないかと思っています。
心配していたハブに遭遇することもなく，怪我無く無事に小学校に帰ることが出来ました。残り２回の活
動も児童たちに興味を持ってもらえる活動にしていきたいです。（永野昌伸）

５

子どもたちへの森林環境教育の実施

森林技術総合センター

１ 森林環境教育の目的
小中学校の児童・生徒に森林・林業の重要性や魅力ある林業
の役割について理解を深めることを目的に，森林・林業学習や
体験活動を実施します。
２ 森林環境教育の内容
今年度は10校の小中学校において，森林の多面的機能や森林
を維持管理する意義，林業の役割等の理解を深めるための森林
・林業学習や県産スギ材を使った木工，森の恵みであるしいた
けの駒打ち，スギ等の植樹，木材生産現場の見学などの体験活
動を実施する計画です。
また，このうち３校においては，森林の生物多様性など，地
域特性をテーマに森林・林業学習を実施することとしています。
６月13日には奄美大島大和村の今里小学校の児童を対象に，
奄美群島国立公園特別保護地区に指定されている湯湾岳におい
て，奄美群島の生物多様性についての学習や亜熱帯照葉樹林に
おける奄美の固有種を含む多様な動植物の自然観察を実施しま
した。（詳細は大島指導区に記載） （柱 敦史）

令和２年度

スペシャリスト養成講座

昨年度の体験活動の状況

湯湾岳における自然観察

森林技術総合センター

本講座は，意欲を持って林業に取り組んでいる若手林業従事
研修状況
者等を将来の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。
今年度は，県内各地から９名の参加がありました。受講生の
勤務先は，森林組合や素材生産会社です。
研修は，前期（３日間）と後期（３日）に分かれており，
６月30日から７月２日にかけて前期研修を実施しました。
１日目は，先輩青年林業士（２名）である姶良西部森林組合
業務課長による「作業システムと再造林推進」の座学と霧島市
の苗木生産者による苗木生産現地研修，さらに，当センター研究員による苗木関係の座学・現地研修を実施し
ました。特に先輩青年林業士（２名）からは，それぞれの立場から地域林業全体を考えた取組事例の説明があ
りました。
２日目は，地材地建の取組等について外部講師の座学と普及指導部職員による鹿児島県の森林・林業の現状
と課題，森林経営，森林整備等の座学を実施しまた。受講生からの質問や意見も多く，活発な議論も行われま
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よる将来の目標等についての発表を行いました。発
表からは，受講生各自が現在の課題等を的確に把握し，仕事に真摯に取り組んでいることが感じられました。
後期研修は，10月頃に先進的な事例に取り組んでいる森林組合，木材加工施設等の現地研修を実施する予定
です。
本講座を修了した受講生の各地域における１年以上の活動実績を踏まえて，青年林業士の認定を県が審査す
ることとなっています。 （田中謙二）
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