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鹿児島指導区

再造林の推進に向けた検討会の開催

林業従事者の労働負荷軽減と作業効率の向
上を目的に，関係者の要望等を踏まえながら，
再造林に関する研修を実施しています。１月
には市や林業事業体を対象として再造林推進
検討会を開催しました。

室内検討会では，「スギ品種の特性」や
「低密度植栽」について，参加者との活発な
意見交換を行い，有意義な内容となりました。

また，現地研修では，植穴掘機の紹介や，
林業担い手育成基金の協力を得て，ポータブ
ルウインチによる資材等の運搬の実演を行い
ました。ポータブルウインチ(PCW3000)は9.5
㎏と軽量にもかかわらず，700㎏まで牽引す
ることができ，簡易な作業での汎用性がある
と考えられました。

今後，竹林改良での竹材等の搬出にも活用
できないか検討していく予定です。

（橋口雅浩・村岡英樹）

鹿児島指導区

林業労働安全パトロールの強化及び研修開催

林業労働災害の防止を図る観点から，本年
度下半期から安全パトロールの強化を実施し
ています。パトロールでは，最近発生した死
亡事故の事例等の情報提供を行うとともに，
かかり木処理や防護衣着用の徹底などを指導
しているところです。

また，伐木・造材の技術と安全対策の向上
を目的に，きこり達人競技会の予選会を兼ね
て９月30日に労働安全研修会を開催しました。

研修会には，森林組合４支所から８名の参
加があり，林業労働災害の現状などの講義を
行いました。

今後も林業事業体等に，安全第一をモッ
トーに作業に従事するよう指導して行く予定
です。（橋口雅浩・村岡英樹）
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鹿児島指導区

特用林産物（枝物）研修の開催

林業普及指導員が中心となって，鹿児島地域林業振興協議
会の特用林産部会の活動として，毎年情報交換を兼ねた研修
を実施しています。

令和元年度は，2月4日にシキミ・サカキ等の枝物について，
経営意欲や生産技術の向上並びに生産量の増大を目指すこと
を目的に，当指導区内で県の枝物養成講座を受講された方々
など29名の参加により，実施しました。

研修は，先進地である大隅地域の生産者の圃場を視察し，
これまでの取組状況，経営上のアドバイス，市場動向，優良
品種選抜，生産規模に応じた新規生産者への提言等多岐にわ
たる情報提供を頂きました。

参加者は，収益の詳細や優良品種の具体的な説明を熱心に
聞き，メモをとっていました。今後の生産量増大に繋がるこ
とが期待されます。

これからの普及の展開としては，高齢化や後継者不足によ
り生産者が減少する課題を解決すべく，担い手の育成に重点
を置き，枝物養成講座の受講促進や地域研修の開催を通じた
新規生産者や後継者を育成など，生産者の組織化を進めるこ
ととしています。
（橋口雅浩・村岡英樹）

鹿児島指導区

三島村（黒島）でのしいたけ駒打ち体験と植樹活動

毎年，管内の学校を対象に，しいたけ駒打
ちの体験活動を実施しています。

今年度は，三島村の黒島にある大里小中学
校，片泊小中学校の二校において，11月21日
に実施しました。黒島での体験活動にあたり，
原木となるクヌギがなかったことから，事前
に海上輸送しましたが，今回は，元来，島内
に豊富にあるスダジイも活用してみました。

子供たちへの説明の中で，準備して持参し
た椎茸が発生しているほだ木を見せたところ，
初めて見たという子供もいて，楽しそうに体
験活動に参加していました。ふた夏過ぎない
と椎茸が発生しないと説明したところ，高学
年の子供たちは残念そうにしていたのが印象
的でした。

しいたけ駒打ちの体験活動の翌々日は，両
校の子供たちと保護者を集めた植樹活動を行
い，参加者にとって，記念の一日となりまし
た。

（橋口雅浩・村岡英樹）
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「令和元年度北薩地域再造林推進現地研修会」を開催
北薩指導区

現地研修会の様子

南薩指導区

連携の概要

事業体 森林組合

Ｗ Ｉ Ｎ Ｗ Ｉ Ｎ

【ＴＯ ＤＯ】

事業体の伐採予定箇所を「森林経営計画」にお
いて共同認定申請

【 メリット 】
バイオマス用としての買取価格がＵＰ
10条の「伐採届」の提出が不要
災害発生リスクの軽減

④ 組合との連携が森林所有者への安心感
⑤ きれいな皆伐地が新たな素材生産地の確保へ

【ＷＡＮＴ ＴＯ ＤＯ】跡地整理

※ バイオマス用の買取価格がＵＰすることで，
林内の残置材が減り，「跡地整理」が簡素化

【 メリット 】
「伐採」～「跡地整理」の完了した造林施行

地の確保
持続可能な森林整備の推進

伐 採

搬 出

跡地整理

再造林

保 育

地拵え

森林経営計画の共同申請による再造林の推進

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

より平成30年度以降，林業事業体育成研修を開催

してきました。

管内では，これらの林業事業体が伐採した箇所

において，様々な理由により植栽されていない

実態がありました。

このため，林業事業体が伐採した箇所を森林組

合が植栽できないか関係者と協議しました。

協議の結果，林業事業体の伐採予定箇所を「森

林経営計画」に取り込み，林業事業体が「伐採か

ら跡地整理まで」，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連携

してはどうかとの結論に至りました。（右図参照）

その後，事業体を参集して再造林の必要性等や森林組合との連携の意義等の内容説明や跡地整理の目揃えの
ための現地研修を開催しました。

事業趣旨に賛同した一事業体が，来年度から森林組合と共同で森林経営計画を申請することとしており，
今後，このような事例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）

北薩管内では，年々主伐面積が増加し，素材生産は活発に行わ

れていますが，再造林がなかなか進まない状況となっています。

これらの様々な課題を解決すべく，毎年「北薩地域再造林推進現

地研修会」を開催しています。

今年度は，林業事業体から，再造林を実施するにあたり習得した

い技術を聞き取った上で，それを踏まえた内容とし，２月18日に管

内の市町林務担当者，林業事業体，北薩森林管理署から総勢24名の

参加をいただき，薩摩川内市内の民有林伐採跡地で開催しました。

研修会では，振興局から「普通苗・コンテナ苗の取り扱い等につ

いて」説明を行った後，管内の苗木生産者を講師に迎え，「普通苗

の管理や植え付け方法について」詳しい解説や植え付けを実演して

いただき，参加者は興味深く聴き入っていました。

また，スギコンテナ苗を生産し，植栽に取り組んでいる林業事業体の担当者からコンテナ苗の管理方法や植
栽時の苦労話・工夫点について説明していただきました。

説明後は，参加者から植栽時の列の取り方等の様々な質問や疑問点が出され，講師や担当者が丁寧に回答し
ていきました。

最後に，準備したスギ普通苗50本，スギコンテナ苗30本を，参加者全員で山鍬とディプル(150cc，300cc
用）を使用して，講師に指導された植え付け方法を再確認しながら植え付けをしてもらい，有意義に現地研修
会は終了しました。

このような取組の１つ１つの積み重ねにより，本地域における再造林が進んでいくことを期待します。

（永野昌伸）



姶良･伊佐指導区
高校生の伐採現場見学会

県木造住宅推進協議会による「木造住宅建築現場等の見学会」

が９月27日に開催されました。建築系工業高校生を対象に木材の

生産・加工・利用に至る各工程を見学させるという企画です。概

ね２年に一度協力していますが，見学会の中の「伐採現場の見学

会」を林業普及指導員が担当しています。

今回は，姶良市の加治木工業高校建築科２年生約40名を対象に，

霧島市国分の皆伐現場を案内しました。高性能林業機械の作業シ

ステムについて説明した後，オペレーターにより伐採・造材作業

の実演がありました。生徒達からは，実際にプロセッサを操作し

てみたいといった感想が寄せられました。

管内の林業事業体には同校の卒業生も就職しており，これを機

会に，林業への就業意欲を持ってくれることを期待しています。

（長濱孝行）

姶良･伊佐指導区
森林のまつり in 霧島市お祭り広場

毎年恒例の「森林のまつり」を10月12日に開催しました。この

イベントは今年で31回目となる歴史のあるものです。

台風19号の影響で，設営したテントが強風に煽られたりと苦労

もありましたが，今年も盛会に終えることができました。

初の試みとなる木製ステージを据えつけ，丸太カットでの開会

セレモニーを行い，例年行っている木工教室，木工クラフト，手

形切り抜きに，フラダンスなどのステージイベント，フリーマー

ケットやキッチンカーも加わって，多数の集客がありました。

（長濱孝行）

４



姶良･伊佐指導区
森林施業プランナー研修・市町村森林管理技術者等養成研修

今年度の森林施業プランナー地域実践研修は，市町林務担当者

にも参加してもらいました。森林経営管理システムの実行監理を

行う市町担当者にとって，森林調査や経費見積演習は良い機会だ

と考えたためです。

現場は霧島市国分のテクノパークの展望台に隣接するスギ人工

林の下層植生が繁茂している主伐･再造林の予定箇所で，1月10日

に開催しました。必要なデータは午前中に収集でき，午後からは

近くの公民館で演習作業を行いました。

演習では，調査結果の集計や立木評価(販売見積額)に時間を費

やし過ぎ，生産経費を見積もる時間に余裕がなくなったため，既

存事業の歩掛をアレンジした数値を用いた簡易な見積に切り替え

ました。

その結果，当初想定していた結果と異なり，主伐･再造林，間

伐ともに赤字となり，市町村職員に「施業しない方が良いので

は？」と印象づける結果を招いてしまい，事前準備の必要性と演

習時間の十分な確保を再認識することとなりました。

（長濱孝行）

５

姶良･伊佐地域未来の森林づくり推進会議（第２回）

１月28日に標記会議を開催しました。参加者からより多くの

意見を引き出すために，事務局の説明時間は15分程度にして，

「再造林推進」と「担い手育成･確保」の２つのテーマに絞り込

み，参加者のフリートーク方式で会議を進行しました。

本来は座長を務める課長にも意見交換の場に参画してもらう

ために，今回は林業普及指導員が座長を務めました。

参加者全員に発言を促すため，指名して発言してもらうと，

色々な意見が出てきて活発な意見交換の場となりました。

伐採届出の厳格化の影響，コウヨウザン植栽の動向，冬季の

隔年下刈り，バーク敷による下刈り抑制，筋刈りの有効性の検

証，苗木助成(森林環境税)の単価構成，ワークショップ方式に

よる林業のＰＲ，就業ガイダンス，自社の退職金共済の検討，

第一工業大学との連携等々，色々なアイデアが出ました。

今後は，アイデアをどう具現化してくかであり，こうした機

会を引き続き設けていきたいと考えています。（長濱孝行）

姶良･伊佐指導区



姶良･伊佐指導区ＩＣＴ等を活用した森林経営管理研修

市町村が森林経営管理制度を運用する際の一助として，ＩＣＴ

関連の技術研修会を開催しました。

一つは，住友林業㈱が国の研究機関と共同開発した「路網設計

支援ソフト“ＦＲＤ”」で，ＤＥＭを用いた林内路網の対話的設

計シミュレーションでした。設計条件を満たす路線案を提案して

くれるので，急勾配箇所を避けたり，調査設計業務の省力化につ

ながるものと期待されます。

もう一つは，県森林組合連合会が市町村サポートを兼ねて取り

組んでいるドローンや森林３次元計測システム(ＯＷＬ)の紹介と

現地でのデモンストレーションでした。森林経営管理制度を運用

する市町村が現地調査を行う際に，境界確認や立木評価などの省

力化・効率化に大きく寄与する機器で，もう少し精度が向上すれ

ば，汎用性の高いものと思われました。

今回は，市町村以外に林業事業体も参加し，機器の素晴らしさ

を体感してもらいました。森林環境譲与税予算を活用して市町村

が購入し，市町村が使用しない時期に貸し付けしてもらいたいな

どの意見も出ました。すでにドローンを導入している事業者もい

ることから，今後益々需要が伸びそうな印象を受けました。

（長濱孝行）

６

鹿屋農業高等学校と林業事業体との交流会の開催！ 大隅指導区

林業担い手の育成確保対策として，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」を令和元年11月21日（木）13:45～15:35に開催しまし

た。今年度で４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，生徒に林業を理解してもらう上で，大変

有意義な機会となっています。今年度も生徒６名に対して，森林

組合を含む７林業事業体が参加して，各事業体の紹介や活発な質疑

等が行われました。

時間の制約から１事業体あたり10分程度ということで，ある事業

体はタブレットを使用して実際の伐採や作業道作設する状況の動画

を放映するなど，それぞれ工夫して生徒に林業を紹介していました。

開催後，生徒にアンケートをお願いしましたが，その中でも，就

職を検討するにあたり参考になったと回答した生徒が５名，交流会

に参加して林業への関心が高くなったと回答した生徒が５名，卒業

後，林業で働きたいという生徒も１名いるなど，大変有意義な交流

会となりました。一人でも林業に就業してもらえるよう今後もサポ

ートをできればと思っています。（山下義智）



７

伐採跡地への機械地拵え対策の検討！ 大隅指導区

近年の木材需要の高まりにより皆伐が増加している中，労働力

不足や苗木不足などの要因により，皆伐面積に対して再造林面積

が追いついていない状況があります。皆伐後数年経過した伐採

跡地に再造林を行う場合，草本類や灌木類が繁茂し，これらの

除去等に労力を要することから，その一つの解決手段として，

令和２年２月18日（火）に曽於市末吉町南之郷細谷地内の伐採後

３年程度経過した場所において，ロータリークラッシャーなどの

機械を活用した地拵え研修会を開催しました。

これらを活用することで，灌木類等を粉砕し，粉砕したもので

地表を保全する効果も期待できることから，伐採跡地では有効で

はないかと思いました。

また，１台については

小型バックホーに

アタッチメントを取り

付けることも可能で，

緩傾斜地の下刈対策に

も活用できるのでは

ないかと期待されまし

た。（山下義智）

低コスト造林地域実践研修 熊毛指導区名

整枝・剪定等技術研修状況

コンテナ苗生産技術研修状況

令和２年１月22日から23日までの２日間，熊毛流域森林・林業

活性化センターと熊毛支庁の主催で低コスト造林地域実践研修を

開催しました。

本研修では，再造林を推進するため，一貫施業等による低コスト

化に取り組むこととし，現地研修を主体に，森林技術総合センター

の永吉研究専門員を講師に迎え，森林組合・認定林業事業体・市町

職員を対象に計16名で実施しました。

１日目は，南種子町の採穂園で，スギ採穂台木の管理方法につ

いて説明を受けた後，参加者全員で整枝・剪定と採穂作業等を行

いました。引き続き，Ｍスターによるコンテナ苗づくりとビニー

ルハウス内での灌水等の管理方法について研修しました。

２日目はディブルを使用したコンテナ苗の植栽研修を行い，従

来の植栽方法と比較し効率化が図れることを体感してもらいまし

た。また，防風対策やシカ被害対策等植栽後の管理等についての

指導を行いました。

研修参加者からは，優良な苗木育成を進めていくために今後ど

のように取り組むべきか等活発な意見の交換がなされました。

（浜屋久志）
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未来につなぐ森林づくり推進会議及び視察研修の開催
大島指導区

９月24日から26日までの３日間，奄美大島流域森林・林業活性化セン
ター主催で，未来につなぐ森林づくり推進会議及び視察研修を沖縄県内
において開催し，林業普及指導員として助言・指導を行いました。

奄美大島地域においては，イタジイをはじめとする奄美産木材の有効
活用と利用促進，特用林産物の生産・加工・流通体制の整備が喫緊の課
題となっています。

こうしたことから，地域全体としての取組の参考とするため，管内の
市町村，森林組合職員１７名で沖縄県森林資源研究センター，国頭村森
林組合，菌床椎茸生産施設などを訪問しました。

沖縄県森林資源研究センターでは，研究員をはじめ林業普及指導員の
方々から最新の試験研究の説明を受けたほか，早生樹であるウラジロエ
ノキの植栽試験地や３５年生のイジュ人工林の現地にも案内していただ
きました。

国頭村森林組合では，製材・加工施設のほか，リュウキュウマツ，イ
ジュ，センダン，クス，ウラジロエノキなどの様々な樹種の県産材が内
装や家具用として用途別にストックされている状況を見学しました。

このほか，地域産材の広葉樹を原料にしている菌床椎茸の栽培施設や
木材利用施設なども見学し研修を終了しました。

今回，沖縄県の林業普及指導員をはじめ，多くの林業関係者の皆様か
ら丁寧な説明を頂いたほか活発な意見交換もできたことから，非常に有
意義な研修となりました。（山下幸一）

ウラジロエノキの試験林

国頭村森林組合製材施設
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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。

令和元年度は，指導林家１名，指導林業士４名，青年林業

士３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）

今吉光一さん （伊佐市）伊佐愛林（有） 代表取締役

○指導林業士（４名）

高橋和広さん （鹿児島市）農事組合法人さつまファーム

代表理事 （知事と記念撮影）

伊地知美智子さん（鹿児島市）（株）島津興業 林業部課長

下之段和樹さん （日置市）かごしま森林組合 ひおき支所長

隈本宗聡さん （鹿屋市）（株）くまりん 代表取締役

○青年林業士（３名）

安田拓郎さん （霧島市）NPO法人四季の会 作業班長

平田誓さん （瀬戸内町）瀬戸内町森林組合 作業班長

米川勉さん （徳之島町）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。（田中謙二）

表題（MSゴシック 10.5ポイント）

●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を認定。

●指導林業士とは，地域林業の中心的
な担い手として優れた技術を有し，後
継者育成に熱意のある林業従事者等を
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
でいる若手林業従事者等を認定。

認定証交付式：令和２年１月29日

市町村森林管理技術等養成研修［地区研修］の開催 森林技術総合センター
１ 地区研修の目的

県内各地域のスギ･ヒノキ人工林に係る特性(成長具合，基盤

整備状況，森林経営計画の認定状況等)に応じた現地研修を実施

することにより，関係市町村職員の「森林経営管理制度」に係る

業務遂行のための意欲の向上と研修受講成果の向上を図るために

地区研修を実施しました。

２ 実施時期と研修内容

12月下旬からの研修現地の選定，現地事前調査，研修実施日の

調整，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

２年２月に県内３地区で研修を実施しました。

研修内容は，「林業経営の成立可否の検討」を中心に，主･間

伐林分での作業コストの算定方法，主･間伐材の販売収入見積方

法をはじめとし，研修現地林分における「黒字収支のための必要

な条件整備の検討」を進めることにより，「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，周辺森林を含む施業集約

化の観点が必要であること，また，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も

説明しました。

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２年度も市町

村支援として同研修を実施しますので，御協力お願いします。

（奧 幸之）


