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鹿児島県森林技術総合センター
普及指導部

鹿児島地域

再造林推進検討会の現地研修会を開催
12月15日（水）に指宿市 池田 太郎ヶ本地内（指宿
スカイライン沿い）の私有林において，南薩流域活性
化センター主催の標記検討会の現地研修を実施し，流
域内の市町及び事業体の計32名の参加がありました。
林業就業者の急激な増加が見込めない状況に鑑み，
再造林，特に苗木運搬の労働力の軽減を目的に，アシ
ストスーツ及び林業運搬用ドローンによる実演を行い
ました。
アシストスーツにおいては，多数の参加者が試着し，
膝や腰の負担軽減を実感したところでした。今後，腕
の負担軽減（コンテナ苗を目的地まで持ち続けるため)
も図れるスーツの開発が期待されます。
ドローンについては，人力運搬と比較すると断然効
率が良く，面積が大きい程，そのメリットも大きくな
ると感じました。ただし，購入するとなると金額が高
く，年間事業量を確保できる事業体でないと導入は困
難となることが予想されます。
今後も流域内の事業体が主伐・再造林を計画的に実
施できるよう，作業の効率化や技術の研鑽を図る研修
等を開催していきます。
（中村克之・村岡英樹）

鹿児島の里・山・海の幸めぐり体験バスツアーの開催

鹿児島地域

新型コロナウイルス感染症の拡大により，需要の減少や価格
の低下等の影響を受けている鹿児島地域の農林水産物の消費拡
大に資するため，その魅力を広く県民にPRし，認知度向上を図
る鹿児島の里・山・海の幸めぐり体験バスツアーを実施しまし
た。
１回目は，12月17日（月）にブリ養殖場の見学，農家レスト
ランたわわタウンでの昼食，七ツ島バイオマス発電所の見学，
美味しいお茶の淹れ方体験，２回目は，ブリ養殖場の見学，桜
島大根の収穫体験，江口蓬莱館での昼食，イチゴ狩り体験の予
定がコロナウイルス感染拡大の影響で中止，３回目は，３月12
日(土)にしいたけ狩り体験，いちき串木野市の海鮮まぐろ屋で
の昼食，イチゴ狩り体験を行いました。（参加者は抽選により
各20名）
七ツ島バイオマス発電所を見学した参加者からは，「温室効
果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルを
促進し，化石燃料等への依存軽減を図る良い取り組みだ」との
専門的な意見を頂きました。しいたけ狩り体験は，かごしまの
農林水産物認証制度（K-GAP）マイスターに認定されている溜敦
幸氏のほだ場で実施し，栽培方法の説明や炭火焼きの試食等も
含め大好評でした。来年度は，バスツアーの第２弾を企画する
予定ですので，興味のある方は，是非ご参加ください。
（中村克之・村岡英樹）

１

指宿市立山川小学校で植樹活動を開催

南薩地域

指宿市立山川小学校1年生43名が，1月13日（木）に指宿市有林の皆伐地
でクヌギの植樹活動を行いました。
指宿市から，植樹活動と併せて，森林学習を行ってもらいたいとの要望
を受け，植樹活動の前に，小学1年生にも分かりやすいように説明を行いま
した。
森林学習の前には，特別に参加いただいた指宿市長から「この場所をみ
なさんが大きくなったらカブトムシの森にしたい」との挨拶もありました。
学習の中で，児童の１人から「山の木がなくなると自分達の住んでいる
家などがなくなるよね」等，1年生とは思えない意見をもらい，微笑ましい
学習となりました。
特に，植樹箇所にスギの切り株があったので，「このスギの年齢は50歳
ですよ。皆さんと一緒で一つ一つの輪が1歳として数えるんだよ」と説明し
たところ，全員が興味津々に年輪を数えていました。
説明後，苗を植えましたが，かごしま森林組合いぶすき支所の職員等の
協力もあり，最初は馴れない手つきで植樹を行っていた児童も，植え方の
コツを覚えるにつれて，植えられていない箇所に行って，もっと植えてみ
たいと現場内を駆け回っていました。
今後もこのような活動を通じて，未来の林業に携わってもらえる児童を
育てていきたいと思います
（松崎和徳）

川地域の早掘りたけのこの振興について
早掘りたけのこの生産が盛んな川地域では，毎年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「竹林品評会」を，３月に出荷の
均一化を図るための「根切り講習会」を開催しています。
たけのこ品評会では，12月～２月にかけての小雨や低
温の影響により，表年にしては生産量が伸び悩んでいた
ことや，掘り取り作業となる品評会前日が寒い日だった
ことなどから，出品数が少ないと予想していましたが，
結果としては昨年より多い19の出品があり，どれも形状
や色合いの良いものばかりでした。
最優秀賞を受賞した生産者からは，「これを励みに今
後も頑張りたい」と話されていました。
竹林品評会も各地域から出品があり，最優秀賞の受賞
者は，日頃の地道な竹林管理が評価されたことに対し，
今後の励みになったようでした。
根切り講習会は，４地区で実施し，出荷時の注意事項
や竹林管理等について生産者へ説明を行いましたが，全
体的に高齢化が進んでいるため，日頃から作業時の労働
軽減が図られないかと考えていたことから，今回は改良
した鍬と収穫かごを準備し，各自触れてもらい実際に使
えるかを感じてもらいました。
今後も引き続き，川地域の早掘りたけのこの振興が
図られるよう普及指導に取り組みたいと思います。
（橋口雅浩）

森林学習状況

植樹活動状況

北地域

▶ たけのこ品評会

▶ たけのこ品評会 入賞

▶ 竹林品評会 最優秀賞

▶ 研修状況

２

「林福連携」による再造林推進の取り組みについて

北地域
北地域においては，近年の木材需要の高まり等により皆伐面積が
増加しており，令和２年度においては，管内全体で185haの人工林が
皆伐されていますが，再造林率は33％と低迷し，再造林推進対策が喫
緊の課題となっています。
そのような状況の中，業界誌の記事で大分県において再造林の担い
手として障害のある人たちを受け入れ，林業分野の人手不足を補う
「林福連携」の取り組みを行っていることを知り，当管内においても
実施ができないか，検討を行ってみました。
大分県に問い合わせたところでは，再造林の実施箇所はできるだけ
平坦な場所を選定することや，植栽に係る作業の分散を行い，障害特
性に合わせた作業分担を行った上で作業を進めることにより，スムー
ズに作業が実施されているとのことでした。
これらを踏まえ，今年度，管内の３つの社会福祉法人に対し，林福
連携による再造林の実施についての相談を行ったところ，取り組みに
前向きな回答をいただいたことから，今後，再造林地において植栽研
修を実施し，課題等の抽出を行い，実施に向けた取り組みを進めてい ▶ 社会福祉法人との打ち合わせ状況
くこととなりました。
林福連携による再造林の取り組みについては，今年度から始めたば
かりですが，関係者との協議を進めることにより，相互の理解を深め，
今後の再造林の推進につなげられるように進めていきたいと思います。
（長谷川徳幸）

森林経営プランナー地域実践研修会の開催

北地域

北薩地域では，新規の森林経営プランナーを養成するため，12月22日（水）と
３月８日（火）に森林経営プランナー地域実践研修を開催しました。
今年度は，当管内から森林組合１名，民間事業体２名の計３名が研修を受講しました。
第１回目（12月22日）の研修では，はじめに北薩木材流通センターにおいて，直近の木材市況や採材に
あたっての留意点等，プラン書作成にあたっての基礎的な知識について説明を受けた後，出水市高尾野町
江内地内の現場に移動しプロット調査を行い，午後から会議室でプラン書の作成を行いました。
今回のプラン作成の現場は，ヒノキの間伐予定地でしたが，間伐だけでなく主伐・再造林についても想
定し，選木や採材方法，出荷先の検討等，受講者がそれぞれ意見を出し合いながらプラン書の作成を行い
ました。
第２回目（３月８日）の研修では，間伐後の現地及び室内でプラン書の検証を行い，当初プラン書との
差異等を確認し，今後プラン書を作成するにあたっての留意点や課題等について意見交換を行いました。
また，主伐・再造林の現地において，(株)正徳林業の社長から，伐採・地拵え，再造林に対する取り組
みについて講義をいただき，受講生と意見交換を行う等，有意義な研修となりました。
今回の３名は，間伐や主伐主体等，施業形態がそれぞれ異なる事業体ではありましたが，これらの研修
を通して新規の森林経営プランナーとして，北の現場で活躍してくれることを期待しています。
（山之内美穂）

▶ 現地研修（１回目）

▶ 室内研修（１回目）

▶ 現地研修（２回目）

▶ 室内研修（２回目）

３

早掘りたけのこの品評会・生産研修会を開催
姶良・伊佐地域特用林産部会では，今年度も姶良市との共催で，
３月11日（金）に標記研修会を開催しました。品評会の出品数は合
計15点，美しい黄白色・毛並みのきれいな砲弾型のたけのこが審査
会上に揃いました。最優秀賞等計６点を会場後方に順番に並べ，研
修会参加者に入賞たけのこを見てもらいながら，ＪＡあいらの小園
課長から結果発表と講評をいただき，姶良・伊佐地域森林・林業活
性化センターの板元副会長から表彰を行い，受賞者を称えました。

姶良･伊佐地域

午後からは生産研修会に25名が参加し，最初に夢竺山(株)上枝学
氏から『伐採時の安全作業等』を学びました。伐竹作業中の危険性
やチェーンソーに慣れてしまった時の危険性，枝葉の落とし方など
若い従業員のヒヤリとした事例やユーモアある説明に，参加者の
方々は笑いと納得をしているようでした。また，安全作業のための
装備はもちろん，ロープを活用しながらの伐竹は，自分の身を守る
大事な道具と改めて学ぶことができました。次にたけのこ品評会で
最優秀賞を受賞したＪＡあいら蒲生地区たけのこ部会岩元孝幸会長
の竹林で研修を実施しました。竹林に足を踏み入れてしばらくする
と，参加者から竹林の美しさにあちこちからため息が聞こえてきま
した。会長の生産技術等に多くの質疑応答がなされ，これからの生
産者の活動意欲に大きな影響を与えたと思います。普及員としては，
今後もこのような研修の場を提供していきたいと思います。
（神志那紀子）

霧島市立国分小学校で森林環境教育を開催
３月９日（水）に快晴の青空の下，黒石岳森林公園に霧島市立国
分小学校の５年生一同(160名)が集まり，森林環境教育を行いまし
た。メニューは３つ。学校から「木を植える体験をさせたい。」と
いう熱い要望があったことから『植樹体験』が一つ。残りの二つは，
『林業の仕事』の学習と『森林のはたらきと森のヨガ』を準備しま
した。

姶良･伊佐地域

『植樹体験』では，講師の砂田博文氏の植樹のポイントについて
わかりやすい説明の後に，穴掘りから植えるまで二人一組で３～４
本ずつ（合計３００本のスギコンテナ苗）を植えました。この後の
『林業の仕事』では，ＳＤＧｓにつながる話のほか，スギの年輪を
数えさせたり，丸棒切りやヒノキの高さの予測をさせたりと現場な
らではのメニューを楽しんでもらいました。『森のはたらき』では，
森山リミ講師による森林の中での『やすらぎを与えてくれるヨガ体
験』が行われ，ヨガの山のポーズでは，静寂に包まれて，おいしい
空気もたくさん吸いながら，児童や先生，スタッフが山と一体化す
ることができました。
児童からは，「楽しかった」，「苗の穴を掘るのが難しかった」，
「丸棒切りをもう一回したい」，「疲れた」などたくさんの声や輝
く笑顔が見られました。コロナに負けず，この日を迎えることがで
き，関係者の皆様への感謝と併せて，普及員としての喜びを感じる
ことができました。
（神志那紀子）

４

湧水町立吉松小学校で森林環境教育・木工教室を開催

姶良･伊佐地域

湧水町立吉松小学校において，森林環境教育と木工教室を実施し
ました。森林環境教育は５年生20名を対象に湧水町川添国有林内の
エドヒガンザクラ自生南限地において，講師として招いた森田茂氏
から，湧水町にはエドヒガンザクラとノハナショウブが国の天然記
念物に指定されていることやエドヒガンザクラの樹名の由来や特徴
のほか，ソメイヨシノがエドヒガンの交配種であることなどを学び
ました。
その後，近くの町有林において，スギの植樹体験を行いました。
児童からは，慣れない山鍬を使っての植栽に「苗木の植え方を知
ることができた」，「植える仕事をするのは大変だと思った」，
「大人になったら自分が植えた木を見に行きたい」などの感想が聞
かれました。
木工教室は，６年生14名で木製ベンチの製作を行いました。のこ
ぎりで寸法線どおりに切る作業や電動ドライバーを使って固定する
作業など，最初は慣れない手付きでしたがなんとか使いこなし完成
させることができました。製作したベンチは卒業記念として脚に名
前を記入し，学校内で使用するとのことでした。
コロナ禍で様々な学校活動が制限されている中でしたが，今後も
多くの児童・生徒に森林・林業について知ってもらえるよう計画し
ていこうと考えています。
（山下幸一）

再造林技術研修会の開催
１月12日（水）に霧島市福山町で再造林技術研修会を開催しま
した。

姶良･伊佐地域

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
すが，管内の森林組合から，昨年の夏から下刈作業を請け負って
いる一人親方の数名が，「新たに造林作業についても取り組んで
見たい」と相談があり，森林組合と検討した結果，昨年に引き続
き再造林研修会を実施することにしました。
今回の研修には，要望のあった一人親方のほか，森林組合の新
人職員や研修会開催を森林組合から聞いて，造林という新たな事
業を展開したいと考えている林業事業体も参加しました。
当日は，ベテランの造林作業員と霧島市担当の林業普及指導員
の指導の下，植栽地における裸苗の取り扱い方法や植え付け間隔
などについて指導しました。
受講者は，早速２月から造林作業に取りかかる段取りとなりま
した。今後も地道ではありますが，担い手の確保に努めつつ，再
造林を推進していきたいと思います。
（岩智洋）

５

令和３年度大隅地域木材利用推進協議会の開催
１月21日（金）に曽於市末吉中央公民館で令和３年度大隅地域木材
利用推進協議会を開催しました。
末吉中央公民館は，令和２年度木造公共施設整備事業（国庫）で整
備されており，在来軸組工法にＣＬＴを組み合わせた施設になります。
本来なら昨年１月の棟上げ時に構造見学会と併せて当協議会を開催す
る予定でしたが，新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止を余儀なく
されました。今回は，マスク着用や手指の消毒はもとより，参加人数
の制限や現場研修で密とならないよう２班体制で分散化を図り，室内
研修では定期的な換気など，徹底した感染防止対策を行いました。
協議会では，設計を担当した（株）衛藤中山設計からは「末吉中央
公民館におけるＣＬＴの活用について」と題して，在来軸組工法の筋
交い部分や屋根の野地板にＣＬＴを100％使用し，木材は曽於市有林
のスギを使用したことについての講演がありました。
また，山佐木材(株)からは，ＣＬＴの製造工程から活用事例までに
ついて「ＪＡＳ製材品等の取り組み」の講演があり，当方からも「公
共建築物等における木材利用推進の取り組み」について説明しました。
協議会終了後には，一部の参加者から「施設の細部を見たい」との
申し出があり，建築関係者が興味を持って居残りで視察するなど，感
染防止対策が大変な中で開催して良かったと思いました。
（伊佐敷和孝）
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大崎町立持留小学校で森林・林業体験学習を開催
大隅地域
大崎町立持留小学校で森林・林業体験学習を開催しました。
同校は，以前から椎茸の生産・販売を生徒とPTAが行うなど，森林
伐採現場研修状況
環境教育活動に熱心な学校です。今回は先生方の熱い御要望により，
①伐採現場と製材工場の見学，②シイタケ駒打ち体験，③木工教室
（本棚作り）の３本立てで行いました。
①伐採現場（R3.10.15）では，森林の持つ公益的機能や「伐ったら
植える」が大事であることを説明した後，伐倒作業を初めて見た児童
は興奮して歓声を上げていました。その後，製材工場の見学では丸太
が柱や板になる工程を見学し，スギの香りやツルツルした板を触るな
ど，五感で木材を感じていました。
②シイタケ駒打ち体験（R4.2.24）では，岩満森林環境教育指導員
がキノコの種類や原木シイタケの作り方を指導しました。
シイタケ駒打ち体験(岩満指導員)
児童は，原木のクヌギに電動ドリルで穴を開け，丁寧に種ごまを打
ち，仮伏せ作業まで体験してもらうと重たい原木をみんなで力を合わ
せて運びました。
③木工教室(R4.3.2)では，ノコギリや金槌を初めて使う児童やなか
なか板が切れなかったり，釘が真っ直ぐ打てないなど悪戦苦闘しなが
ら各々が世界にひとつだけの本棚を完成することができました。小学
校からは，「コロナ禍でいろんな活動が制限さている中で今回の体験
活動は大変貴重なものとなった」との感想や，児童からも「全部楽し
かった」の声に普及指導員としてのやりがいを感じました。（伊佐敷和孝）

６

熊毛地域で森林･林業教室を開催

熊毛地域

毎年，管内の学校を対象に，森林環境教育を１校，森林･林
業教室を４校実施しています。
今年度は，２校が木工教室で本立て作り，２校がしいたけ駒
打ち体験，１校が森林の役割と植物の種子の模型遊びを実施し
ました。
基本的に，森林･林業の概要を説明した後，それぞれの体験
活動を行うのですが，離島で生徒数も少ないことから，多くの
場合，全校児童を対象とした森林・林業教室となります。この
ため，説明内容も専門用語を極力使わず，森林に興味を持って
もらうことが第一と考えて実施することとしています。
一方で，通常のカリキュラムとして行われる森林･林業に関
する授業の内容は学校単位，或いは市町単位で異なるようです。
中には，森林の役割や林業を理解している児童もいて，当日
の説明内容について，「前から知っているよ」などの感想を発
表してくれました。
来年からは，事前の打ち合わせを十分に行い，森林
･林業に関するカリキュラムについても調査しておく必
要があると思いました。
（福永 寛之）
実施状況

宇検村立阿室小中学校で森林環境教育を開催
令和３年度は，宇検村立阿室小中学校の児童生徒20名を対象に，木工
大島地域
体験活動，自然観察活動，しいたけ駒打ち活動を実施しました。
○木工体験活動（５月26日～７月19日）
学校と打ち合わせを行った結果，地域住民と一緒に稲作活動に取り組んでいる学 木工体験活動
校内の「田んぼ」と学校のシンボルツリーである「ガジュマル」のＰＲ用の木製看
板に決まりました。木製看板の枠は業者にお願いしましたが，児童・生徒が事前に
協力してデザインを考え，講師の指導のもと塗装等の仕上作業を行い，残りの作業
は放課後などの空いた時間を利用して作業を続け，立派な看板が出来上がりました。
○自然観察活動（10月14日）
奄美群島国立公園の特別保護地区で，世界自然遺産区域の核となるエリアである 自然観察活動
湯湾岳で実施しました。遊歩道を上りながら講師に希少な動植物の観察・解説をし
ていただきました。また，奄美野生生物保護センターへ移動し，センター職員から
奄美の世界自然遺産登録について解説を受けた後，施設見学を行い，奄美の豊かな
森林生態系を実感してもらいました。
○しいたけ駒打ち活動（３月８日）
しいたけについて解説を行ったあと，講師が安全な駒打ち作業について説明し， しいたけ駒打ち活動
駒打ち活動を開始しました。最初はドリルを怖がっていた児童・生徒も次第に慣れ
てきて上手に駒打ち作業ができました。準備した原木50本も１時間も掛からずに駒
打ち活動が完了しました。最後のふりかえりの時間で，今年の冬には，しいたけが
発生するので収穫を楽しみにして大切に管理するようお願いしました。
普及指導員としては，これまでの活動を通して少しでも森林・林業に関心を持っ
てくれる児童生徒がいてくれればありがたいです。
（永野昌伸）

７

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では，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３年度は，指導林家１名，指導林業士４名，青年林業士
９名の方々が新しく認定されました。
今後ますます本県の森林・林業の振興のため，積極的に活動
されることを期待します。
（田中謙二）
○指導林家（１名）
坂口正虎さん
（南さつま市）
○指導林業士（４名）
大久保修さん
（鹿屋市）
石走康成さん
（鹿屋市）
水谷秀作さん
（南大隅町）
大竹野千里さん （南大隅町）

普及指導部
表題（MSゴシック 10.5ポイント）
認定証交付式：令和４年１月21日

自営（枝物生産）

(株)岩崎木材工芸
石走林業(株)
大隅森林組合（南大隅支所）
駿河木材(有)

○青年林業士（９名）
南尚志さん
（姶良市）
鹿児島県森林組合連合会
前原孝介さん
（南さつま市）マエコウ林業(株)
堂山力人さん
（阿久根市） (有)田中林業
桐木良明さん
（伊佐市）
北姶良森林組合
𫝆川翔太さん
（湧水町）
(有)モリ工業
鎌田祐聖さん
（鹿屋市）
曽於地区森林組合
大保寛始さん
（肝付町）
大隅森林組合
中川秀行さん
（屋久島町） （有）橋口木材加工センター
東友己さん
（屋久島町） （有）有水製材所

（副知事と記念撮影）

（認定証の交付）

●

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

８

高校生等を対象とした森林環境教育を開催
森林環境教育推進事業では、小中学校の児童・生徒を対象に森林環境
教育を実施してきましたが、これに加え、昨年度から、建築などを学ぶ
高校・大学などの学生に対し、森林や林業の役割についての理解を深め
てもらうとともに、県産の木材利用促進と将来的に林業への就業にも繫
がることを期待して実施しています。
今年度は県内で４校を計画し、そのうち12月20日（月）には、薩摩川
内市のれいめい高等学校工学科１年生28人を対象に実施しました。
室内研修では、伐採後に苗木が植栽されてから生産･加工に至るまで
の状況、また、森林の持つ多面的機能が私たちの生活に深く関わってい
ることなどを学習しました。
現地研修では、薩摩川内市の間伐現場で、ハーベスタによる伐採・枝
払い・玉切りのデモンストレーションを見学しました。さつま町の木材
加工工場では、製材加工、木材乾燥、プレカット加工といった一連の加
工工程やプレカット加工のためのＣＡＤシステムへの入力作業などを見
学しました。また、薩摩川内市の住宅建築現場では、在来木造軸組工法
の梁や柱などの構造や木材の特性などの説明を受けました。薩摩川内市
のモデル住宅では、施主との打ち合わせから住宅建築までの流れについ
て学習しました。
参加した生徒からは、伐採現場の間近で高性能林業機械が立木を伐採
する作業や住宅建築現場の構造部材など、普段は見る機会のないものを
見ることでできて本当に良かった等の感想がありました。
次年度以降も高校生などが興味を引くような現地の視察や通常の高校
生活では経験できないような印象に残る貴重な体験活動等を企画し、よ
り充実した研修を実施していきたいと考えています。 （濵﨑 学）

普及指導部

間伐現場の見学

住宅建築現場の見学

９

