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鹿児島指導区
森林整備推進会議の開催

間伐及び再造林の推進を図るため，８月12
日(水)及び11月６日(金)に各市及び林業事業
体の職員による森林整備推進会議を新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の対策（３密の回
避）を図りながら開催しました。

会議では，今年度の森林整備（間伐・再造
林等）の計画や，伐採や再造林等に関する意
見交換を行いました。

特に，伐採については，日置市で今年９月
に制定された伐採届出等に関する要綱をもと
に協議が行われ，管内の全市において厳格化
に早期に取り組むことになりました。

また，再造林については，関係市と連携し
た伐採業者に対する現場指導（通年）と流域
森林・林業活性化センターと連携したグッズ
を活用した森林所有者への普及啓発を引き続
き実施するとともに，新たな対策（山林評価
啓発方法等）も今後検討することとなりまし
た。

未来の森林づくり推進プランの目標達成に
向けて，指導区内の関係者が一丸となって取
り組んでまいります。 （中村克之）

鹿児島指導区
森林作業道作設研修の開催

令和２年10月26日(月)から３日間かけて南
九州市知覧町において，南薩流域森林・林業
活性化センター主催により森林作業道作設技
術研修を開催し，民間事業体２名の参加があ
りました。

この研修は，林業事業体の現場技術者を対
象に安全かつ低コストな作業システムに対応
した丈夫で壊れにくい森林作業道の作設技術
の修得及び向上を図ることを目的としていま
す。

室内研修の後に，昨年作設した森林作業道
を踏査し，今年の梅雨時の大雨等でも殆ど壊
れていないことが分かり，技術の高さを再確
認しました。その後，講師の指導を受けなが
ら，ドラグショベルを操作し，2.5日間で約
100ｍ作設しました。

研修に参加した２名は，今回の研修で修得
した技術を自社の作業者へも教えていきたい
との意気込みが感じられました。

（中村克之）
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鹿児島指導区ドローンによる松くい虫被害木調査で徹底駆除を目指す

桜島においては，松林を守るべき区域（赤水周辺）の
「高度公益機能森林」と，この森林への被害を防止する
「被害拡大防止森林」について，関係者一丸となって，
予防と駆除を徹底し松くい虫から松林を守っているとこ
ろです。

近年の桜島における松くい虫の被害状況は，平成25年
度から平成30年度まで殆ど被害は見られず，被害量は10
立方メートル前後で推移してきましたが，昨年度から松
林保全対策対象外の区域にあたる垂水市との接点付近の
松枯れが目立つようになり，今年度は更に被害が拡大し
てきています。この区域については，溶岩地帯に加え地
形が急峻で伐倒駆除等の対策は困難な箇所です。

今年度も「高度公益機能森林」周辺での被害が見られ
ることから，去る11月26日(木)に桜島赤水でドローンに
よる松くい虫被害木調査を実施しました。ドローン操作
等については，森林技術総合センター普及指導部の蓑毛
総括に御指導いただき，参加した鹿児島市と普及指導員
は非常に勉強になりました。

今後，松くい虫被害の把握等にドローンを活用し，被
害木を見落とすことのないよう徹底した駆除に繋げてい
こうと思います。 （村岡英樹）

優良苗木の安定供給体制づくり 南薩指導区

南薩地域では，本年度からコンテナ苗生産実践講座を８月から毎月
１回のペースで実施しています。

参加者は，既存の普通苗生産者が３名，新たな苗木生産者が３名の
ほか，森林組合・市町村職員等で毎回15名程度の参加となっています。

第１回目は，森林技術総合センター森林環境部の永吉研究専門員か
らコンテナ苗の基礎知識等の講義と床挿し苗のコンテナへの植え替え
作業について指導いただき，各自が実践に取り組みました。

第２回目は，大隅地域のコンテナ苗生産者を訪問し，育苗施設の見
学をはじめ，コンテナの種類や培土の配合，水の管理方法など，それ
ぞれの生産者から苦労話や工夫点などの生の声を聞かせていただきま
した。

第３回目は，森林技術総合センター普及指導部の小山林業専門普及
指導員に採穂園における穂木採取から育苗箱への箱挿し，Ｍスターコ
ンテナ及び可動式のキャビティコンテナへの直挿し作業を指導いただ
き，それぞれ３つの作業を実践しました。

これまでの研修により，各参加者の生産意欲も高まってきており，
来春の出荷に向けて２名が本格的にコンテナ苗生産を始めたほか，新
規に生産を始めたいとして，試験的なコンテナ苗生産や市有林からの
山採り穂木の適地調査，農業で使用された跡の空きハウスの賃借など
の具体的な取り組みが始まっています。

実践講座では，引き続きコンテナ苗の生産技術の向上に向けて，採
穂台木の仕立て方や採穂園の管理，春挿し技術の研修等を継続して実
施することとしています。 （下田誠司）

植え替え研修

採穂研修



南薩指導区

北薩指導区
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南薩流域林業事業体育成研修について

南薩流域の森林整備推進のためには一人親方等の林業事業体の育成が

重要であるとの観点から，標記研修会を年１回開催しており，今回が３

回目となりました。

今回の研修では，下刈・再造林に取り組んでいる「霧島造林」の高橋

宏和氏を講師に招き，「林業経営・林業作業システム」について，講話

をいただきました。同氏は林業に対する取組が真摯で，林業の求道者と

いう印象を受けました。また，氏の熱意が下刈・再造林という過酷な作

業にもかかわらず従業員を引き留めていると感じました。

振興局から「QGISを活用した森林施業の管理方法」について，説明を

行いました。研修後，興味を持った事業体が，同システムを活用した施

業管理を行いたいとのことで早速相談がありました。

また，「森林経営管理制度」における森林施業の仕組みを説明したと

ころ，一事業体が「意欲と能力のある林業経営者」に登録したいと申し

出るなど一定の成果が得られたと思っています。

なお，例年，研修の後には懇親会を開催し，親睦を図ってきたところ

ですが，新型コロナウィルスの関係で実施を見送りました。

研修を通じて事業体同士のつながりもできており，今後もこのような

研修を継続し，事業体の育成を図っていきたいと考えています。

（上敷領芳広）

「令和２年度北薩地域未来の森林づくり推進会議」の開催

昨年10月に策定した「北薩地域未来の森林づくり推進プラン」の実行監

理及びその課題解決に向けた取組を関係者で協議するため，標記会議を開

催しました。今年度は，新型コロナウィルスの影響により規模を縮小して

地区ごとの開催とし，薩摩川内市，さつま町，出水地区の３回に分けて会

議を開催しました。

会議では，①木材生産量，②再造林，③間伐，④林業労働力の４項目に

ついて，昨年度実績と今年度前期の取組状況を各事業体から説明していた

だきました。特に今回は，少人数での開催であったこともあり，各事業体

の実情や意見等を詳細に聞き取ることができ，有意義な意見交換を行うこ

とができました。

北薩指導区は，近年，主伐面積が増加

し，素材生産は活発に行われていますが，

再造林率が約４割となかなか進まない状

況にあります。

これからも，地域の関係者が一体とな

って，プラン達成に向けて取り組んでい

きたいと思います。 （山之内美穂）

【会議開催状況】

薩摩川内市管内（10/20）

さつま町管内（10/30） 出水地区管内（11/5）



林務担当者同士のつながりづくりと市町の林務行政を支援

～ 出水地域市町林務行政勉強会を始めています。～ 北薩指導区

出水地域では，出水市，阿久根市，長島町の２市１町の林務

担当者を対象として，林務行政の相談会を兼ねた勉強会を平成

30年８月から始めています。昨年度から，新たに森林経営管理

制度や森林環境譲与税(以下，譲与税)等が始まり，市町の業務

量が更に増加，複雑化する中，少しでもスムーズに業務に取り

組めるよう，担当者の疑問に答えたり，その時々の困ったこと

などをみんなで話し合いながら，毎回，テーマを決めて，１～

２ヶ月に１回開催しているところです。

令和２年10月30日(金)に開催した勉強会では，譲与税を使用した

来年度の新規事業の組み立てなどをテーマとし，多種多様な譲

与税事業に取り組んでいる霧島市を訪問し，意見交換等を実施

しました。霧島市では林務水産課の担当者から，市が実施している譲与税事業の内容やその効果等に
ついて，具体的に説明していただいた上，実施している中で改善した方が良いと考えている点等も説
明していただいたことから，各市町林務担当者にとって，とても有意義な時間となりました。

地域の森林・林業の施策等を進めていく上で，現場や所有者等に最も近い市町村の役割はますます

重要となっています。地域の林業普及指導員(森林総合監理士)として，これからも，各市町の林務担

当者同士のつながりづくりを図るとともに，市町の林務行政を支援していきたいと思います。

（久保慎也）

▶ 勉強会の様子

北薩指導区川薩地域の秋期竹林管理現地研修会

研修状況北薩管内では10月になり「早掘りたけのこ」の収穫が
始まり，川薩地域を所管するＪＡ北さつまでは，21日(水)

に初出荷式がありました。

早掘りたけのこが出荷できるのは，長年，生産者が施
肥や親竹の管理など，竹林を我が子のように手塩にかけ
て手入れされていることによるものです。

今年も秋期恒例の竹林管理現地研修会を６つの会場で
開催したところ，合計87名の生産者の参加がありました。

研修会では早掘りたけのこの生産に関する竹林管理の
指導を行いましたが，生産者が高齢化していることから，
伐竹の安全な作業に努めてもらうために，チェーンソー
の取り扱いや防護衣の着用など安全対策を重点的に指導
しました。

今年は全体的に裏年に当たりますが，黄金色をした風
味豊かな早掘りたけのこが多く出荷されることを期待し
ているところです。（橋口雅浩）

４



姶良･伊佐指導区

国分センリョウの鋏入れ式と蒲生たけのこ初出荷
●11月24日(火)は国分センリョウ生産振興会による『鋏入れ式』が

開催され，生産者による鋏入れが行われました。

今年の実のつき方は充実しており，よい出来とのことです。丁寧

に管理された林内は赤と緑のコントラストが美しく，出席者からは

歓喜と感動の声が上がっていました。現地研修では各生産者の生産

地を回り，お互いに管理方法を学び，朝日の入り具合やスギ林の薄

暗い箇所の確認し，いかに実をたくさんつけさせるか，赤い色にさ

せるかなどの改善点について意見交換しました。来月開催される市

の結果が楽しみです。

●11月25日(水)には，あいら農協 蒲生地区たけのこ部会による早掘

りたけのこの初出荷が行われました。

『蒲生たけのこ』初出荷量は合計11箱（約20kg）。豊洲市場へ出

荷されました。今年はウラ年，また，夏の台風10号・少雨の影響で，

たけのこの出が少ないという岩元会長のお話がありましたが，生産

目標9.4トンに向けて，生産に励むとのことです。

当日は集荷場にて，根切りや選別作業等が行われ，出荷されたた

けのこを見てみると，クワ傷が無く，たわしで優しく土が落とされ

ていて，会員の方々の品質管理への意識の高さが感じられました。

来年は品評会を実施する予定なので多くの生産者の方の出品を期待

しているところです。 （神志那紀子）

姶良･伊佐指導区県立加治木工業高校 森林・林業・木材産業職場見学の開催

11月13日(金)に加治木工業高校建築科の２年生を対象にした森

林・林業・木材産業職場見学を開催しました。

今回は，「川上から川下へ」をテーマに，伐採現場（姶良東部

森林組合），プレカット工場（霧島プレカット），建築現場（松

下建設株式会社）の３箇所を見学先としました。

今回，私は，時間の都合上，伐採現場での説明しかできません

でしたが，生徒達は，プロセッサなどの高性能林業機械を女性の

オペレーターが運転している姿やコンテナ苗を使用した植林の状

況を見て，大変関心を持ったようです。

後日，生徒から感想文が寄せられた中で，「『森林は繰り返し，

繰り返し，使用できる資源です。』というフレーズにとても驚い

た。」という記述があり，ごく僅かではありますが，「若者達に

再造林の重要性を植え付けることができたのでは。」と思ったと

ころです。

将来，生徒の中から，地元の林業関係に就職してくれることを

期待して，今後も担い手の確保に努めていきたいと思います。

（岩智洋）

５



県内には意欲と能力のある林業経営体が38社（令和２年９月１日

現在）あり，うち鹿屋市で活動を希望している経営体は10社（うち

８社が出席）あります。今回，森林所有者から森林管理をお願いさ

れた森林の取扱等を的確にすすめることを目的として，これらの経

営体を対象に森林の意向調査の概要などの事前説明会を令和２年10

月29日(木)に鹿屋市役所会議室で開催しました。

今後は意向調査後に，市が集積計画を策定の上，告示後に，これ

らの“意欲と能力のある林業経営体“から企画書を提案してもらう

ことになりますので，鹿屋市の担当部局が機会ある毎に経営体側に

情報を提供し，適切な森林経営管理に繋げていくこととなりま

した。

事業体側からは経営が成り立たない場合の市町村森林経営管理事業はどのような形で整備するのか？スギの
伐採後にはクヌギでも植栽していいのか？スギよりはクヌギの方が直ぐ換金でき，所有者のためになるのでは
ないかなどの質問や提案もあるなど，活発な意見交換が行われました。

この森林経営管理制度は昨年度からスタートしたばかりで走りながら考え，制度の円滑な運用を図っている
ところですが，意欲と能力のある林業経営体が経営管理実施権配分計画に基づき，これまで手入れがされてい
ない森林の適切な管理に繋げていけるようにサポートできればと思っています。 （山下義智）

令和２年９月４日(金)に垂水市垂桜地区公民館，令和２年10月８

日(木)に鹿屋市串良公民館細山田地分館，令和２年11月６日(金)に

垂水市中俣地区公民館で，それぞれ森林経営管理制度に基づく森林

の意向調査説明会を18時30分から（垂水市中俣地区では19時から）

開催しました。いずれも開催前から雨が降り，足元の悪いなかでし

たが，森林所有者の方々（５名から20名程度）が集まってください

ました。

説明会では所有者の方々に今後の森林管理をどのようにするかの

説明を行うのも当然ですが，地域の方々から所有者情報を教えてい

ただくことも目的としていましたので，今年度も昨年度に引き続き， （垂水市垂桜地区説明会）

より詳しい情報をいただくことができました。

コロナ禍でなかなか地域説明会が開催できない地域もあるなか，

説明会を開催できたことは，各市の担当者や森林組合の担当者のご

尽力と地域の公民館長など地域の方々の理解と協力があってこそで

すので，関係者の皆様方に感謝しております。

これらの地域で少しでも森林管理がなされていない森林を解消し

ていけるように関係者一体となって取り組んでいきたいと思ってい

ます。 （山下義智）

（鹿屋市串良公民館細山田地区説明会）

６

写真，図等１～２枚添付

表題（MSゴシック 10.5ポイント）

意欲と能力のある林業経営体への説明会の開催 大隅指導区

森林経営管理制度に基づく森林の意向調査説明会の開催 大隅指導区

写真，図等１～２枚添付



７

鹿屋農業高校生と林業事業体との交流会の開催 大隅指導区

林業担い手の確保育成対策として，鹿屋農業高等学校緑地工学科

の林業専攻コースの生徒を対象に「鹿屋農業高等学校と林業事業体

との交流会」を令和２年11月19日（木）に開催しました。今年度で

５回目を迎え，これまでも同校卒業生が森林組合などの事業体に就

職するなど，生徒にも事業体の方々にもお互いが理解する上で，大

変有意義な機会となっています。

今年度も森林組合を含む７林業事業体が参加し，農高生徒４名に

対して，１事業体あたり10分程度という短時間ではありましたが，

タブレットやパソコン，独自の資料を駆使して，実際の伐採や作業

道作設状況等の現場の仕事ぶりなど，それぞれ工夫しながら生徒に

林業を紹介していました。

事業体側も生徒の緊張をほぐすような話題を持ち出して笑いをと

りながら話しを進め，生徒からの質問もたくさんあるなど，あっと

ホームな雰囲気の中で交流会が進みました。地元で仕事をしたいと

いう生徒もおり，林業に興味を持ってもらえたようでした。彼らが

一人でも多く，林業に就業してもらえるよう今後もサポートを継続

できればと思っています。

（山下義智）

枝物生産者による情報交換会
大隅指導区名令和２年11月10日(火)に大隅流域森林・林業活性化センターと

大隅地域振興局の共催で枝物生産者による情報交換会を開催しま
した。

情報交換会は，枝物生産に係る現状や課題及び栽培技術等の情
報を共有することを目的とし，枝物相談員と森林経営課及び森林
技術総合センター職員を講師に迎え，室内及び現地で管内枝物生
産グループ・市町村職員・農協職員の計23名の参加となりました。

室内研修では，県全域での枝物生産の現状と特用林産関係補助
制度の説明の後，園田枝物相談員から品種毎に選抜されたシキミ
の生産方法の情報提供がありました。

また，各生産グループからは，くくりの商品と出荷用箱を持参
の上，展示するとともに，くくりのサイズや価格及び工夫してい
る点等を発表いただき，積極的な意見交換が交わされました。

現地研修は、園田枝物相談員のシキミの品種毎に区域を変えて
栽培している生産方法についての研修を実施しました。

品種の選抜や生産が軌道にのるまでの苦労話や現在でも優良な
品種が見込まれれば選抜を行って，更なる生産性の向上を目指さ
れている話があり，生産者から今後の取組について熱心に話し合
いがなされました。

参加者からは，優秀な品種を用いた生産方法を見る機会が得ら
れ，大変参考になった等の意見がありました。

これからも，大隅流域における枝物栽培の更なる振興を図るた
め，引き続き普及指導に努めていきたいと考えています。

（浜屋久志）

室内研修（意見交換状況）

現地研修（シキミ栽培方法等）



８

低コスト施業研修の開催 熊毛指導区

１ 研修の目的

安全で効率のよい伐採，搬出及び路網の開設を行える人材を

育成することを目的として11月12日(木)に「低コスト施業研

修」を実施しました。

２ 研修内容

これまでは，専任アドバイザー等を招聘し，理想的な路網開

設や作業システムの運用等を実演してもらうことにより，低コ

スト施業に向けた人材育成を図ってきましたが，理想と現状の

ギャップなどにより思うように根付かないことから，今回は，

管内の事業体(種子島森林組合)の作業内容等を見てもらい，

現状からの改善点を指摘してもらうスタイルに変更して実施

しました(講師：屋久島 株式会社屋久林)。

研修では，斜面上部からの上荷集材ではなく路網を斜面下

部に入れることで，効率的な集材が可能であることや，重機

の移動を極力抑え，フル稼働での造材・集材出来るように作

業システムを構築するなどの指摘がありました。

３ おわりに

受講者には，実行可能な改善点などの発見があったと思われ，

次年度以降もこのスタイルで実施する計画です。

(福永寛之)

研修状況

第１回未来につなぐ森林づくり推進会議の開催

大島指導区令和２年10月に市町村林務担当者を対象に標記会議を

各島で開催しました。（奄美大島地区（20日），徳之島

地区（29日），沖永良部島地区（30日））

この会議は，森林経営管理制度及び森林環境譲与税の

効果的な運用を図るため，市町村間の情報共有及び意見

交換を行う場として昨年度から開催しています。本来で

あれば，まだ早い時期に開催する予定だったのですが，

新型コロナウイルス感染症対策の影響でこの時期の開催

となりました。

今回は森林経営管理制度の取組状況及び進捗状況，

森林環境譲与税の使途・公表手続き等を議題として，各

市町村の取組状況や支庁からの情報提供等に対して様々

な意見交換や情報共有が行われました。

大島指導区では，スギ・ヒノキの人工林が非常に少ない

のですが，今年度中に対象森林がある市町村においては，支庁と連携して森林調査を進めていくこととして
います。

また，奄美大島地区では会議終了後，奄美市が県森連に委託していた意向調査対象森林の現地調査とタイ
ミングが合ったことから，市有林のドローンによる森林調査の状況を見学させてもらいました。私自身がド
ローンによる森林調査を目の当たりにするのが初めてでしたが，ドローンの便利さに感心しました。管内で
もドローンを導入予定の町村があるので，効果的に活用してもらえるよう支援を行っていきます。

（永野昌伸）

奄美大島地区 ドローン見学

徳之島地区 沖永良部島地区



１ 全体研修

令和２年９月30日(水)に鹿児島市の鹿児島県社会福祉センター

大会議室において，普及指導部から「経営管理実施権設定後の森林

整備の実施方法とその経費等」についての説明を行い，また，姶良

･伊佐地域振興局から「森林経営管理制度の運用状況」と，霧島市

から「森林環境譲与税を活用した市単独事業の創設」についての事

例を発表していただきました。

市町村からは事例発表者を含めて２０名の出席となりました。

今後，市町村の林務担当者が行う経営管理集積計画や経営管理実

施権配分計画の作成などの事務処理が進むことを期待しています。

２ 地区研修

令和２年11月26日(木)に令和２年度の地区研修の第１回目を鹿屋

地区で研修を実施しました。

研修内容は，森林所有者への意向調査の結果，市に委託を希望し

た森林での実地研修で，林分の立地条件や林況，立木の評価手法等

を現地で説明した後，室内研修では，「意欲と能力のある林業経営

者」に再委託が可能となるのか，間伐実施による採算性を間伐率と

造材方法の違いによる４パターンの収支試算と皆伐による収支試算

に基づき，「林業経営の成立可否」の検討結果を説明しました。

他地区でも意向調査結果に基づく，実際の林分での「林業経営の

成立可否」について，実地研修を行っていきます。（奧 幸之）

９

森林技術総合センター

市町村森林管理技術者養成研修の開催

全体研修状況

鹿屋地区研修状況


