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鹿児島指導区
木材生産現地見学会【鹿児島工業高等学校】

令和２年12月15日に県立鹿児島工業高等学
校工業Ⅱ類建築系の生徒37名を対象に，伐採
から加工，建築までの見学会が開催され，鹿
児島市の間伐現場において，森林・林業につ
いて説明しました。

かごしま森林組合の協力を得て，まず伐採
（チェーンソー），集材（ウインチ付グラップル），
造材（プロセッサ），運搬（フォワーダ）の一連の
作業の実演を行いました。

特に生徒が興味を示したのがやはり伐採作
業でした。立木が倒れる時の迫力に大きな歓
声があがっていました。

最後に丸太の切れ端を使ってグラップルに
よる積み木を森林組合職員のサポートの基に
生徒3人が挑戦し盛り上がりました。

参加した生徒の中から建築分野だけでなく
森林・林業分野にも関心を持ってもらい，将
来我々の仲間になってもらえることを楽しみ
にしています 。 （中村克之・村岡英樹）

鹿児島指導区森林・林業体験学習【日置市立上市来中学校】

当管内では小・中学校を対象とした森林・林業教育を
毎年数校実施しています。そのうちの１校として，日置
市立上市来中学校での内容を紹介します。

令和３年１月９日，雪の影響で実施が危ぶまれました
が，22名の生徒に対し森林学習とシイタケ駒打ち体験学
習を行いました。

森林学習では，森林の働きや林業について普及指導員
が説明し，体験学習では，シイタケ駒打ちときのこアド
バイザーの溜敦幸氏に講師を依頼し，シイタケ栽培につ
いて，伐採から収穫までの一連の作業や原木と菌床栽培
の違いなど説明いただき，生徒達は熱心に聞き入ってい
ました。

これまで小学生を対象とした森林教育指導の経験はあ
りますが，今回初めて中学生を相手に実施しました。そ
こで感じたことは，体育館へのシイタケ原木の搬入，植
菌，ほだ木の設置，後片付けまで生徒達で協力しながら
先を見越した行動に感動したところです。

森林・林業教育に関わった生徒達が一人でも林業関係
の職に興味を持つよう工夫した普及指導を心がけていこ
うと思います。（中村克之・村岡英樹）



新規の森林経営プランナーの養成に向けて10月16日と２月８日に鹿
児島指導区と合同で地域実践研修を実施しました。

両指導区の森林組合と林業事業体から，５名の職員の参加がありま
した。10月の研修では南九州市の民有林において，森林施業プラン書
の基礎知識の講義の後，２班に分かれて現地踏査，標準地の設定，胸
高直径と樹高の測定，曲がり等の不良木の見分け方などについて現地
演習を実施し，室内演習では現地の調査結果に基づき，間伐または主
伐・再造林のプラン書を作成して，森林所有者に向けた仮想のプレゼ
ンテーションを実施しました。

２月の研修では，前回のプラン書作成箇所の実施結果の比較や木材
の有利販売に向けた原木の仕分け等について，かごしま森林組合の先
輩プランナーから指導していただきました。

また，森林作業道の研修では，施工後の作業道の優良な排水処理の
状況や，補助事業の活用に向けたコンパス等による平面測量とポール
による横断測量，その結果をもとにした平面図や横断図の作成などを
行いました。

今回は，コロナ渦における集合研修となり，各自の健康チェックや
マスクの着用，会議室の換気などの感染防止に配慮しながら実施しま
した。現場及び室内研修においてもプランナーの技術習得に向けて，
普及指導員からの指導や助言に加え，各受講者間の取組や新たな林業
技術等の情報交換や質疑が活発に行われたことから，あらためて集合
研修の重要性を感じています。

今後とも，コロナ感染症に配慮しながら，有意義な研修実施ができ
るよう努めたいと考えています。（下田誠司）

森林経営プランナー地域実践研修を実施しました
南薩指導区

室内研修

現地研修

２

南薩地域における一事業体の再造林の取組について

南薩地域における再造林率は年々低下しており，令和元年度は52%と

森林組合以外の事業体に対する再造林対策が課題となっています。そこ

で関係者と協議し，事業体が「伐採から跡地整理まで」，森林組合が

「植栽から保育まで」を行うことで双方にメリットが生じるような仕組

みを考え，趣旨に賛同した一事業体が昨年度組合との連携で再造林を

実施しました。

この事業体は，これまで主伐だけを行っていましたが，再造林に対す

る意識が高かったことから，「今後は植栽も自らが行い，補助金申請ま

でしてみてはどうでしょうか？」と持ちかけたところ，同意してくれま

した。最初に，「森林経営計画」の認定を受ける必要がありましたが，

「認定林業事業体」に登録していたことから，森林関係図簿交付申請を

行い，そのデータを基に令和２年度に森林組合と共同で森林経営計画の

認定を受けました。

今年度，約８ヘクタールの人工造林を行い，事業主体となって造林補

助事業の申請を行いました。初めてのことで様々なハードルがありまし

たが，「乗りかかった船だから，ここで降りるわけにはいかない。」と

最後まで取り組んでくれました。「来年は20ヘクタールの再造林申請が

目標。」と意気込んでいます。

今後，このような取組を他の事業体にも広げ，再造林の推進につなげていければと考えています。

（上敷領芳広）

南薩指導区

関係者との協議状況

人工造林申請箇所



北薩指導区

北薩管内では，近年，主伐面積が増加し，木材生産量が増加している一

方，様々な要因により再造林が進んでいない状況です。

今回，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

目標達成に向けて，再造林推進に向けた様々な取組を関係者一体となって

進めているところですが，更なる再造林推進に向け，令和３年２月３日

（水）に阿久根市において標記研修会を開催しました。

当日は，管内の市町担当者及び林業事業体等から31名の参加があり，研

修では，森林技術総合センターの小山林業専門普及指導員から「スギの品

種特性や植栽時における苗木の取り扱い」などについて説明していただき

ました。また，振興局から県内や北薩管内の再造林の現状，植栽木の枯損

の要因等について説明を行いました。

座学の後は，今後の再造林推進に不可欠な労働負荷軽減につなげられな

いかということで，現在，農業分野等で使用されている「アシストスーツ」

を参加者に着用していただきました。

メーカーの担当者によると，林業分野での研修は初とのこともあり，参

加者も興味を持って試着体験する等，造林作業だけでなく「下刈作業も楽

そうだ」等，導入を検討してみたいという事業体の声も聞かれ，有意義な

研修会となりました。

これからも，地域の関係者の一体となった取組により，本地域の再造林

が進んでいくことを期待します。（山之内美穂）

「令和２年度北薩地域再造林推進研修会」を開催 北薩指導区

【研修状況】

森林・林業体験活動を活用した荒廃森林の整備と再造林の推進

長島の森林づくり推進協議会では，協議会の取組の一つとして，小学

生と中学生を対象とした森林・林業体験活動を実施しており，「植えて，

育てて，使う」という循環する森林資源の重要性と地域の中で林業が果

たす役割について普及しています。

特に，今年度は，町が実施した森林経営管理意向調査時に，森林所有

者から相談のあったスギの風倒木被害地を体験活動フィールドとして利

用しました。風倒木等の整理にフェラバンチャザウルスロボやフォワー

ダなどの高性能林業機械を使用し，その伐採・搬出作業を中学生が見学。

そして，中学生がこれらの林業機械を操作し，スギを伐って，玉伐って，

運ぶ体験をしました。また，当地の再造林に取り組むため，小学生の植

樹体験活動も実施しました。スギとコウヨウザンのコンテナ苗を山鍬と

ディブルを使用し，その植栽の難易を感じながら作業してもらいました。

子ども達からは，「林業機械を実際に操作して林業のイメージが変わ

った」や「植栽した木が大きくなるのが楽しみ」，「みんなの生活を守

る林業という仕事も将来の夢の一つになった」など嬉しい感想が聞ける

とともに，体験活動フィールドを提供していただいた所有者にもとても

喜んでいただきました。

地域の多くの方々に森林の手入れや再造林，木材の利用等に興味を持

ってもらえるよう，そして，長島の特色のある森林づくりを進めていく

ための取組の一つとして，これからも関係者が一体となって，森林・林

業体験活動を続けていきたいと考えています。（久保慎也）

▶ 高性能林業機械の操縦体験の様子

▶ 植樹体験の様子

３



北薩指導区川薩地域における早掘りたけのこの振興について

川薩地域では，２月に早掘りたけのこの出荷技術の向
上等を目的とした「たけのこ品評会」と竹林の適正な管
理による品質向上等を目的とした「竹林品評会」を，３
月には出荷の均一化を図るための「根切り講習会」を開
催しました。

まず，たけのこ品評会については，今年，裏年に加え
冬場の少雨等の影響から，例年に比べ生産量が落ち込ん
でいましたが，１５の出品があり品質は上々でした。

次に竹林品評会では，各地域からの代表として３地区
の出品があり，それぞれ日頃から適正な管理が行われて
おり，今後，地域の模範となることを期待したところで
す。

最後に，３月上旬から各生産者が出荷する早掘りたけ
のこについては，根切りをする必要があるため，その実
演と併せて適正な竹林管理等の講習会を行い，３会場で
７９名の参加がありした。講習会では竹林の管理からた
けのこの出荷まで，生産者から様々な質問があり，熱心
さが伝わってきました。

今後も引き続き，川薩地域における早掘りたけのこの
振興が図られるよう指導していきたいと考えています。
（橋口雅浩）

たけのこ品評会 最優秀賞

竹林品評会 最優秀賞

審査状況

４

令和３年２月19日に姶良・伊佐地域早掘りたけのこ品評会（姶良

市早掘りたけんこ品評会 共催）を開催しました。

前日の18日は積雪によりとても冷え込んだ日となったため，たけ

のこ出品数は６点(例年は15点前後)でした。数は少なかったですが，

出品規格230～500ｇ/本（ＪＡあいらのL～2Lサイズ）２本１組で並

べられ，黄白色・砲弾型・えぼしが黄色などＡ級品ぞろいとなりま

した。

６名の審査員による審査の結果，姶良市蒲生町在住の生産者が最

優秀賞となりました。本来は本会と同時開催のたけのこ生産研修会

において，研修参加者や出品者がお互いの自己研鑽と技術向上のた

め，受賞のたけのこのお披露目をしていますが，今年度は新型コロ

ナウイルス感染症対策のため研修会は別途開催することとしたので，

お披露目ができず残念でした。来年度はコロナ情勢が落ち着いてい

れば，従来のとおり同日に開催し，生産者の生産意欲アップや技術

向上を図る場を提供したいと思います。

なお，表彰は３月10日の研修会において行い，受賞者の方々を称

えたいと思います。（神志那紀子）

早掘りたけのこ品評会開催
姶良･伊佐指導区



姶良･伊佐指導区

姶良･伊佐指導区

再造林技術研修会開催

令和２年12月22日，霧島市福山町で再造林技術研修会を開催し

ました。

再造林の推進は，姶良・伊佐管内でも最も重要な課題の一つで，

令和２年10月30日に開催した「姶良・伊佐地域未来の森林づくり

推進プラン推進会議」の中で，再造林率の向上について話題が上

がり，造林班を中心とした担い手確保についての具体策を模索し

ていたところ，森林組合の下刈作業を請け負っている一人親方の

数名が造林作業について関心があるとの情報が入り，森林組合と

協議して，今回の研修会を実施することにしました。

午前中は，砂田樹苗園 代表取締役 砂田博文氏から裸苗とコン

テナ苗の違いや苗木の取扱について研修を行いました。

午後からは，皆伐現場に移動して，仮植方法，植栽間隔，補助

事業上の注意点などについて造林担当と共に指導しました。

早速，今年の１月から造林作業に取りかかる段取りとなりまし

たので，地道ではありますが，今後も担い手確保に努めていきた

いと思います。（岩 智洋）

高校生地元定着促進イベントの開催

林業担い手の確保育成対策として，伊佐農林高等学校農林技術科の

林業専攻の２，３年生とその保護者を対象に講演会や林業技術競技会

等を内容とした「高校生地元定着促進イベント」が令和２年12月３日

に開催されました。

今年度が初めての開催でしたが，新型コロナの感染拡大の影響によ

り規模を縮小しての実施となりました。

林業事業体で活躍している林業者の講演会では，林業の魅力のほか

就職先として林業を選択して欲しいとのメッセージが送られました。

講演会の後は，きこり達人競技会優勝経験者の地元森林組合職員に

よるチェーンソーによる合わせ切りやフォワーダのデモンストレー

ションのほか，林業専攻の２，３年生７名による，チェーンソーの分

解・組み立てと丸太の合わせ切り及びフォワーダでの丸太積み込みの

競技が行われました。

競技会の開催に当たって，生徒全員が事前に走行集材機械運転業務

特別教育を受講し，基本的な操作と安全な作業方法を習得したうえで，

森林組合職員の指導を受けながら競技の練習を行いました。

競技会は，保護者や他の生徒が見守る中で行われ，生徒の皆さんは

緊張しながらも，練習の成果を披露しました。

来場者は限られていましたが，高校生や観覧者には林業に対する理

解を深めていただけたと思います。（山下幸一）

５
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伊佐市再造林推進検討会の開催

伊佐市における再造林を推進するため，標記検討会

を令和３年２月15日(月)に開催しました。

検討会では，直近３箇年間の伐採面積や伐採後の再

造林率の情報共有を図った上で，再造林を進めるに当

たって地域が抱えている課題について意見交換を行い

ました。

市担当者からは森林法第10条の８に基づく伐採届出

については，昨年度厳格化した取扱要領により，県外

事業体の届出件数が前年度より減少していると思われ

るとの報告がありましたが，依然として再造林率は

約40％と低いことや生産性や収益を優先した事業体に

よる労働災害等の発生を踏まえ，参加事業体から，届

出受理の条件として労働安全衛生対策の取組を条件に

加えられないかなどさらなる厳格化を求める意見が出されました。また，登録していない事業体も含めた届
出制度の説明会を開催し，再造林率の低い事業体への働き掛けを行ってはどうかなど活発な意見が出されま
した。

今回の検討会での意見や提案の中から実施可能な取組については，今後，市担当者と実施に向けた協議，
調整を行いたいと考えています。（山下幸一）

姶良･伊佐指導区

高校生への進路ガイダンス実施

令和２年12月９日(水)に鹿屋農業高等学校主催の進路ガイダンスで

“林業の仕事”を紹介しました。進路ガイダンスは同高の１･２年生

を対象に特定の職業について，聞いたり体験したりすることにより進

路に対する意識を高めるために行われており，今回も県内外の約30の

専門学校や職業訓練校，自衛隊など幅広い職業の方々がそれぞれのブ

ースに分かれて仕事内容などを生徒に紹介するもので，林業の紹介を

行うのは今年が３回目となります。生徒は自分の関心がある職種をそ

れぞれ，事前に選択し，そのブースを訪れる方式で開催されます。

当日は５，６時限目に実施され，５時限目は１年生が１人，６時限目は１

･２年生の５人が林業のブースに来てくれました。

開会前に校長先生が「コロナ禍で生徒も学校行事や生活に大変不自

由を感じており，夢を持てないような状況も見受けられるので，是非

夢を持てるような話をお願いしたい。」と挨拶されたので，林業のブ

ースに来た６名には“今，大隅の林業は資源が充実し，新たな木材加

工の用途も広がり，木材輸出も伸びるなど，元気で，さらに県内でも

再造林が１番行われている地域であることから，これらの森林を育て

ていくことで循環利用ができるんですよ”など林業は将来にわたって

の山づくりができる仕事であることを紹介しました。林業のブースに

来てくれた生徒は林業専攻コースでない生徒たちで，驚いたところで

した。彼らの中から一人でも林業界に来て欲しいものです。

（山下義智）

大隅指導区

５時限目

６時限目
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大隅指導区

南大隅町立佐多小学校の子どもたちに木工体験学習を開催

12月17日（木）に南大隅町立佐多小学校で５･６年生（15人）
を対象に森林にまなびふれあう推進事業（森林環境教育推進事
業）を活用して，地元のスギを使った椅子を製作しました。

製作時間に制限があったため，事前に鹿屋市の製材工場に私
が過去に製作した椅子のサンプルを持ち込み，カットや木ネジ
の先孔，座ぐり加工をしていただきました。子どもたちが製作
した作品に「可愛い」とか「良いよねぇ」と思ってもらい，長
く愛着をもって使ってもらうものを製作することを私のちょっ
としたこだわりとしました。

製作作業は，まず，４つの椅子のパーツをインパクトを使っ
て木ネジ止め，そして，木ネジを隠すためのダボ打ち込み，飛
び出たダボを鋸を使ってのカット等と木工の基礎的な手順を体
験してもらいました。電動工具のインパクトを初めて使う子ど
もたちがほとんどでしたが，怖々しながらも上手に使っていま
した。木工と合わせて電動工具の体験も私の意図するところで
した。また，ダボをカットするときは表面ぎりぎりに鋸を当て
カットしなければならないのですが，切り込みすぎて椅子の材
面に鋸目が付いたりと，それもそれで味のある作品となりまし
た。

子どもたちは，それぞれ自分の愛着のある椅子が完成し，楽
しい木工体験の時間を過ごしているようでした。

新型コロナ対策で図工室の窓全開での作業でしたが，子ども
たちは寒さも気にせず楽しんでくれました。（図師朋弘）

再造林と下刈省力化等研修会の開催

12月24日(木)に「再造林及び下刈省力化等研修会」を開催しま
した。夏場(８月)に林業普及指導員研修で伊佐市の伊佐愛林(有)
が下刈省力化試験としてバーク敷設された箇所を研修させていた
だき，その後，当管内でもバークの有効活用と下刈省力化を考え
ていた曽於市森林組合に話を持ちかけて研修会を開催する運びと
なりました。

当日は当管内で増加している伐採後数年経過した箇所への再造
林を推進するため，機械を使った地拵えを行ったあと，バークを
グラップルにより敷設する方法と敷設後にコンテナ苗の植栽で植
穴機（ほるほるくん）やディブルを使って植穴を開け，そこにコ
ンテナ苗を植栽する研修を行いました。管内の市町，認定林業事
業体など約40名が雨の中でしたが参加してくれました。森林技術
総合センターや本庁の森林

経営課の方々にも参加していた

だきコンテナ苗植栽の留意事項

などの指導を受けながら，有意

義な研修会を開催することがで

きました。

来年度以降下刈の省力化に繋

がるか経過を観察して，普及活

動に役立てたいと考えていま

す。（山下義智）

大隅指導区名

バーク敷設状況

植穴機を活用した植栽状況 研修会終了後のコンテナ苗植栽
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大隅指導区
森林経営プランナー地域実践研修の開催

森林施業の方針や施業の収支を示した施業提案書を作成し，森
林所有者に対して施業の実施に関する合意形成を図る人材を育成
するために，森林経営プランナー地域実践研修を開催しました。

１回目（令和２年12月16日）

今回は，「森林調査をして，施業提案書を作成してみよう！」
をテーマに，間伐及び主伐並びに再造林に必要な森林調査を実施
しました。２班編成してプロット調査を行った後，施業提案書を
作成しましたが，立木評価や間伐率の決定など，実際やると面倒
で難しいものです。各班で作成した施業提案書を発表及び意見交
換をして１回目の研修を終えました。

２回目（令和３年１月20日）

林業にも最新技術が導入されている昨今。これからの森林経営
プランナーはICT（情報通信技術）を活用することで施業提案書の
精度を上げ，調査に係る労働力軽減に繋がる思い，今回は「ICTを
活用した森林調査を体験しよう！」をテーマに研修を行いました。

ＵＡＶ（ドローン）と３次元レーザースキャナー（ＯＷＬ（ア
ウル））を用いた森林資源量の調査方法を研修するとともに，現
地研修ではＯＷＬやＧＰＳシステム，木材検収システムを操作す
るなど，最新の情報通信技術を体感することができたと思います。

研修生の中には「こや，どひこすっとな？（これはいくらする
の？）」と聞く場面もあり，興味を持ってくれた様子でした。

５人の新規森林経営プランナーが今後，大隅の山々で活躍して
くれることを期待しています。（伊佐敷和孝）

施業提案書の作成

ＯＷＬを活用した森林調査

“地産地植” で再造林を進めよう！

令和３年２月18日(木)は午前中に「コンテナ苗生産技術研修
会」を曽於地区森林組合で，午後からはコンテナ苗生産者等を対
象とした「コンテナ苗の取り扱いと植栽研修会」を曽於市大隅町
のスギ伐採跡地で行いました。今回はコンテナ苗生産者（以下
「生産者」という。）がコンテナ苗を植栽されている箇所を見た
ことがないことや同生産者が農閑期などに少しでも植栽を行って
もらいたい，という担い手対策や地域で生産された苗木を地域で
植える“地産地植”の推進も含めた目的での研修会で参加者が28
名でした。再造林の方法等について振興局が説明した後，曽於市
森林組合の造林斑の方が２ｍ毎に印しを付けた縄を張って，鍬を
使って植栽を実演してくれました。その後，コンテナ苗を植える
のに使われるディブルや植穴機（ほるほるくん）を使い，植穴を
掘り，実際にコンテナ苗を植えてもらいました。当日は前日から
寒波の影響で雪が残り非常に寒い中での研修会となりましたが，
生産者も積極的に「切り株があるところに植える場合はどうすれ
ばいいか」，「きっちり2.0ｍ間隔でない場合は補助対象とならな
いのか」など植林や補助事業での検査方法等について質問される
など，熱心に熱い研修会ができました。今回は１時間30分ほどの
研修会でしたが，生産者も曽於市森林組合の造林班の方々にもい
ろいろ個別に質問をするなど，再造林にも興味をもっていただの
ではないかと思いました。また生産者の中には今後，植栽も行っ
てみようかという意欲を見せてくれる生産者もいたので今後が楽
しみです。これからもコンテナ苗生産者と造林者との交流会など
を通じて，再造林の推進を図っていきたいです。（山下義智）

植穴機を活用した植栽状況

造林作業班等との質問タイム

大隅指導区
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シイタケ駒打ちシーズン到来！

例年の事ですが，１月末から２月末までシイタケ駒打ち体験が
各地で開催されました。

当管内でも毎週どこかの小学校等で各林業普及指導員や森林・
林業教育指導員の協力を得ながら子供達が種ごまを打つ姿が見ら
れます。ある小学校では，高学年の生徒がドリルで原木に穴を空
け，低学年が種ごまを打つといった素晴らしい連携をしたり，今
年初めて駒打ちをする１年生に優しく教えてあげる上級生や重た
い原木を協力しながら運んでくれる姿はたくましさを感じました。

幼稚園では，保護者も初めてながら我が子をしっかりサポート
しながら駒打ちを楽しむ姿に「ほっこり」させられます。

先生方からは，今年は新型コロナウィルス感染拡大の影響でい
ろんなイベントが中止となっているため，「子供達もシイタケ駒
打ち体験を楽しみにしていました。」とのこと。

子供達は，「シイタケは

どう料理したら一番おいし

いですか？早くシイタケが

食べたいです。」と２年後

の収穫期を楽しみにしてい

る様子に自然と目尻が下が

るおじさん達でした。

（伊佐敷和孝）

ソーシャルディスタンスを保って

森林・林業教育指導員の指導ママも一緒に

南大隅町立佐多小学校でしいたけ駒打ち体験学習を開催

令和３年２月22日(月)に南大隅町立佐多小学校の１年生から４
年生の23人を対象にシイタケ駒打ち体験学習を実施しました。今
回の体験学習は，昨年12月17日に同校で実施した木工体験学習に
続く第2弾で「森林にまなびふれあう推進事業」を活用したもので
す。前回の木工体験は５･６年生を対象としたこと，シイタケの発
生には２年を要することから収穫まで体験させたいという教頭先
生からの要望により，今回の対象を４年生までとしました。

原木は，子供たちが持ち運びしやすい直径８cm前後の大きさの
ものを大隅森林組合南大隅支所から70本調達しました。このサイ
ズだと低学年の子供達でも大丈夫のようです。

さて，いつものようにシイタケの“好き嫌い”の聞き取りから
スタート。毎回，２～３割は匂いとか食感が嫌いという子供たち
がいるのですが，今回はひとりだけの回答。その後，シイタケの
“はなし”と安全に作業をするための手順を説明したあと作業を
開始しました。最初は，シイタケドリルの回転音に怖がっていた
子供たちも暫くすると慣れてきて上手に使いこなしていました。
最後に再来年の冬の収穫を楽しみにしておくようにと伝えて作業
を終えました。

当日は，天気にも恵まれ４月並みの温かい気候の中，南大隅町
の方々のお手伝いもあり，スムーズに体験学習が出来ました。今
年の体験学習は，新型コロナウィルスの影響もあり開催を心配し
ていましたが，当初の計画のとおり木工とシイタケ駒打ちを実施
することができ，子供たちに喜んでもらえたのではないかと感じ
ているところです。（図師朋弘）

最高の駒打ち日和のなか開催

収穫を楽しみに記念撮影

大隅指導区

大隅指導区
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１ 恒吉小緑の少年団の取組

恒吉小緑の少年団は，令和２年度森林環境教育推進

事業により，森林の恵みの体験をテーマに活動を行っ

ています。

２ 取組内容

取組は，樹実のなる季節やそれぞれの活動に適した

時期に計画されており，説明方法等について，恒吉小

学校と協議しつつ実施していきました。

同校は学校林を活用した活動も取り組まれており，

学校林内で採取できる栗やグミを食材とした調理実習

も行われ，名前の由来，歴史上における活用事例等を

写真等を用いて説明を行いました。

木工教室では，学校内で使用する椅子製作に取り組

み，しいたけ駒打ち体験や実のなる木の植樹体験等も

行われ子供達が楽しみながら森林に親しむ体験をさせ

ることができました。

３ おわりに

今後も，緑の少年団の活動に対する指導はもとより，

青少年や一般の方々に対しても，分かりやすく楽しい

森林・林業の普及啓発が行えるよう努めていきます。

（浜屋久志）

木工教室調理実習

しいたけ駒打ち体験 植樹体験

森林（もり）の体験活動支援事業の実施

市町村森林管理技術者養成研修(屋久島地区)の開催

１ 地区研修の目的

屋久島町が昨年度の意向調査をもとに，今後，集積計画の作

成を見据えた森林評価を予定していることから，屋久島の地域

特性(成長具合，基盤整備状況，森林経営計画の認定状況等)を

踏まえた森林調査や評価などを円滑に遂行していくために地区

研修を実施しました。

２ 実施時期と研修内容

１月中旬からの研修現地の選定，現地事前調査，現地調査結

果に応じた資料作成等の準備作業を進め，令和３年２月８日に

安房地区で研修を実施しました。

また，普及指導部の提案で，管理状況(施業実施状況)が異な

り比較ができる箇所を研修地に選定しました。

研修内容は，現地及び室内で普及指導部総括専指及び主任専

指に研修林分の間伐作業コストの算定方法，販売収入見積方法，

黒字収支のための必要な条件整備，周辺森林を含む施業集約化，

条件不利要因を解消するために森林環境譲与税を活用した市町

村単独事業が必要であることを説明いただきました。

３ おわりに

森林経営管理制度の円滑な運用を図るため，令和３年度以降

も屋久島地区，種子島地区で同研修を実施する予定です。

（福永寛之）

大隅指導区

研修状況

熊毛指導区



令和２年度 奄美大島地区森林整備検討会を開催 大島指導区

令和２年12月23日，奄美大島地区の市町村林務担当者と森林環境保

全直接支援事業に取り組む林業事業体に参加いただき，標記検討会を

開催しました。この検討会は，育成複層林改良に取り組む林業事業体

に改良の目的や森林調査や現場管理方法について，共通認識を持って

いただくため，毎年開催しています。

現地検討会では，来年度の施行予定地内に設置したプロット内の林

況を全員に確認してもらい，プロット調査の結果を踏まえた複層林改

良の実施の必要性を検討するとともに，参加者と意見交換を行いまし

た。室内検討会では，事業実施の目的，写真撮影等の現場管理につい

て説明を行ったほか，環境に配慮した保護樹帯の設定等について意見

交換を行いました。参加者から活発な意見交換をいただき有意義な検

討会となりました。

その他の意見交換の中で時間をいただき，広葉樹林施業における目

標林型等について，フォレスターテキストを参考に説明を行いました。

また，管内事業体において複層林改良事業施工中に労災事故が発生し

たことから，林業における労働安全に関して，労働災害の現状やリス

クアセスメントについて説明・指導を行いました。

今後も，事業担当者と連携して継続的に，このような検討会を開催

していくこととしています。（永野昌伸）

現地検討会

室内検討会

令和２年度林業普及指導員全国シンポジウム
最優秀賞受賞【全国第１位】

１ 最優秀賞受賞者

北薩指導区 久保慎也林業普及指導員

２ 発表要旨

森林総合監理士の資格を有する林業普及指導員として，地域

の森林･林業関係者と一体となって，長島町の地理条件や森林

資源の特長を活かした特色ある森林づくりを進めることとした

取組。具体的には，希薄化した関係者同士のつながりを現地検

討会等を通して強化することで森林整備に対する意識改革を行

い，その後，地域の森林づくりを進めていく組織としての協議

会の設置と活動の牽引役を務めることで，地域の森林づくりの

担い手である青年林業士等が積極的に活躍できる環境を整えて

いくとともに，林業雇用の創出や森林資源の循環利用を見据え

た普及活動を実施しているという内容。

３ 最優秀賞受賞伝達式

令和３年１月12日(火)県庁環境林務部会議室において，次長，

森林技術総合センター所長，関係各課長の御臨席のもと，松下

環境林務部長から久保林業普及指導員に最優秀賞の表彰状等の

伝達が行われました。（奧 幸之）

森林技術総合センター

表彰状伝達
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新しく認定された指導林家等の紹介
森林技術総合センター

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。

令和２年度は，指導林家１名，指導林業士３名，青年林業

士９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）

塗木秀政さん （南九州市） 農林業（竹林経営）

○指導林業士（３名）

今福高幸さん （指宿市） かごしま森林組合いぶすき支所

村永逸朗さん （鹿屋市） 内之浦森林組合

中間浩樹さん （屋久島町）（有）橋口木材加工センター

○青年林業士（９名）

山之内有希さん （鹿児島市） （株）二俣林業

竹山悠矢さん （南さつま市） 竹山林業（株）

竹之下隼人さん （出水市） （株）隼林業

中野善成さん （さつま町） （株）正徳林業

高橋宏和さん （霧島市） 霧島造林

鶴園幸之介将輝さん（霧島市） （株）ヤマトク

中村謙太さん （伊佐市） 北姶良森林組合

緒方嶺雄さん （鹿屋市） 鹿屋愛林（有）

瀬戸口大亮さん （曽於市） 曽於市森林組合

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。（田中謙二）

表題（MSゴシック 10.5ポイント）

● 指導林家

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･林業経営を行い，林業後継者育成に熱意のある林家等

● 指導林業士

森林・林業に関する優れた技術・知識を有し，人格・識見ともに優れて，林業後継者育成

に熱意のある林業従事者等

● 青年林業士

地域林業の担い手としてそれぞれの地域において意欲をもって林業に取り組んでいる若手

林業従事者等

認定証交付式：令和３年２月15日

（知事と記念撮影）

（認定証の交付）
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１ コンテナ苗生産技術研修の実施

近年，森林への植栽にコンテナ苗が利用されてきています。

コンテナ苗は，①根が充実し活着率が良い，②専用の植付器具

を使用することで植付作業が容易である，③酷暑時期を除き，一

年を通じて植え付けできる等の利点を有しており，造林作業の効

率化や年間における投下労働力の平準化が期待されています。

このため，県内各地でコンテナ苗の生産者育成に取り組んでき

ており，普及指導部では各指導区の苗木生産実践講座等において，

コンテナ苗の生産者を対象に技術研修を実施しました。

２ 実施時期と研修内容

(1) 実施時期

・鹿児島・南薩指導区：令和２年９月29日，10月30日，

令和３年３月２日，３月12日

・北薩，姶良･伊佐指導区：令和２年10月27～28日，

令和３年３月４日

・大隅指導区：令和２年11月４日

・熊毛指導区：令和２年12月15日 研修受講者 延べ74名

(2) 研修内容

・採穂台木の仕立て方，管理，病害虫防除

・採穂，コンテナへのさし木，さし木後の管理等

３ おわりに

再造林に必要な優良苗木の安定供給を図るため，今後も新しい

情報を取り入れながら内容を充実させて研修・指導等を行っていきます。（小山孝雄）

コンテナ苗生産技術研修における普及指導 森林技術総合センター

表題（MSゴシック 10.5ポイント）

コンテナの培土づくり，さし木

採穂，台木整備
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