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鹿児島地域日置市立飯牟礼小学校で森林・林業体験学習を開催

鹿児島地域振興局では，森林環境教育推進事業による森林
体験学習を小・中学校を対象に毎年数校実施しています。今
回は，日置市立飯牟礼小学校において実施した様子を紹介し
ます。

５月21日（金）に５，６年生の20人を対象に森林学習と木
工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
明を行い，木工体験学習では，生徒自身にキットを使用した
スライド式本棚を作製してもらいました。本棚作製は，二人
一組で協力しながら仕上げていくところが良い体験になった
のではないかと思います。最後に生徒数名から感想を発表し
てもらいましたが，木の良さを学び，体験できてすごく楽し
かったなどの感想があり好評でした。

森林・林業教育を体験した生徒が，一人でも森林・林業・
木材産業関係の職に興味を抱くよう工夫した普及指導に努め
ていきたいと思います。

次回は，鹿児島市立清和小学校において３年生の160人を
対象に，秋と冬の２回実施する予定ですが，新型コロナウイ
ルス感染症対策に配慮しながら，内容や方法を十分検討して
いきたいと考えています。 （中村克之・村岡英樹）

鹿児島地域
森林整備推進会議の開催

鹿児島地域の再造林や間伐の推進を図るため，６月16日（水）に
林業事業体，市及び振興局を構成員とした森林整備推進会議を新型
コロナウイルス感染防止対策（３密の回避等）を図りながら開催し
ました。

会議では，今年度の森林整備（再造林・間伐等）の計画や，再造
林推進に関する意見交換を行いました。

特に，再造林をより一層推進するために，新たな取り組みとして，
「事業体連携（伐採業者と植栽業者の連携）」について協議しまし
た。

事業体連携を実現するためには，様々な課題をクリアしなければ
なりませんが，まずは，関係者へアンケート調査を実施し，意向な
どを確認することにしました。

また，昨年度から検討していた森林所有者への再造林に対する普
及啓発については，第一段階として，市の広報誌を活用した森林の
伐採に関する注意喚起を行うことにしました。今後，森林所有者の
反応をみてから，次のステップを検討することとしています。

今年度も，未来の森林づくり推進プランの目標達成に向けて，地
域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・村岡英樹）

市広報誌の例
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北薩地域さつま町立柏原小学校で森林環境教育を開催

さつま町駐在では，毎年，小学校の児童に森林・林業の役割な
どについて理解を深めてもらうために，１校を選定し，森林環境
教育を実施しています。

今年度は，柏原小学校の４年生17人と５年生15人を対象に実施
することになり，学校との打ち合わせで，社会と図画工作の授業
に関連した内容で行うことになりました。

第１回目を７月７日（火）に４年生の社会の授業で，「水はど
こから」と「森の働き」について，地域の森の状況や森の保水力
などの関係を説明しました。

地域の森の状況については，小学校の上流にある鶴田ダム周辺
の水源の森や，その森の中にあるスギやヒノキを手入れしている
林業事業体などがあることにより，水源の森が守られていること
を，写真やクイズを交えながら説明したところ，クイズは大いに
盛り上がりました。

森の保水力については，山の土をペットボトル入れた容器を
使って，容器に水を入れたらどうなるかを直接見てもらいました。

２学期は，４年生には鋸や金槌を使った木工体験を，５年生に
は糸鋸を使った木工体験と，森林整備の現場や製材・プレカット
工場の見学などを計画しています。

今後も地域の児童に森林・林業に興味を抱いてもらえるような
内容を計画していきたいと考えています。 （橋口雅浩）

【森林環境教育実施状況】

現在，南薩地域では３つの緑の少年団が活動しており，例年

６月末に各少年団の育成会長や学校の担当教諭などを集めた会

議を開催し，活動助成の制度に関する説明や年間の活動スケジ

ュールなどについての協議を行っています。

本年度も，例年と同様の形で開催する予定としていましたが，

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から開催方法

を変更し，各少年団毎に個別に会議を開催することにしました。

（書面での開催も検討しましたが，育成会長の交代や各学校の

担当教諭の異動などもあり個別での開催としました。）

各少年団の育成会長にお願いして会場となる公民館や学校の会議室を手配し

ていただき，学校の担当教諭や市の担当者を交えて会議を開催しましたが，個

別であったことが幸いしたのか「団員の確保が難しい（入団希望者はいるが習

い事等の関係で保護者の了解が得られない・・・。）」，「活動に際して学校

との連携が難しい・・・。」など各少年団が抱えている様々な悩みから「ツリ

ーイング（ロープを使って木に登るアクティビティ）を指導してくれる森林イ

ンストラクターを紹介してほしい」，「団服の修繕に関する助成はないか」などの様々な要望が出されました。

その他，昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で各少年団とも思うような活動が行えなかったことから，
今年度の活動に向けた熱心な意見が聞かれました。

なお，本年度は南薩地区植樹祭終了後に「緑の少年団交流集会」を開催する計画としており，今後，各少年
団などと連携し有意義なイベントになるよう内容の検討を進めて行きたいと思います。（安樂真一）

緑の少年団育成会長会議の開催 南薩地域

小学校での開催状況

公民館での開催状況



令和３年度に入り，北薩地域の事業体などを対象とした森林整備事業関係

説明会を開催しました。昨年度に引き続き，今年度も新型コロナウィルスの

影響により規模を縮小し，３日間に分けて説明会を開催しました。

令和元年度に策定した「未来の森林づくり推進プラン」については，今年

度３年目を迎え，５ヶ年計画の折り返し時期となることから，改めてプラン

策定の背景や現状，これまでの取組について説明を行い，目標達成に向けた

課題解決や今後の取り組み方針について，関係者間の意識の共有を図りまし

た。

会議では，この他に今年度の事業推進に向けて，担い手育成，森林整備事

業，種苗関係など，事業体に関連する内容について各担当者から説明を行い

ました。

全体会議修了後，各事業体と個別協議を行い，組織形態や労働力の現状，

再造林に向けた取り組み状況や課題など，各事業体の実情などについて生の

声を聞くことができ，有意義な個別協議となりました。

今回，事業体への個別聞き取りで見えた新たな課題や事業体からの意見な

どを参考に，今後の取り組みに繋げていきたいと思います。

北薩地域は，近年，皆伐面積が増加し，素材生産は活発に行われています

が，再造林率が約３割と資源の循環利用が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）

全体会議

個別協議

【会議開催状況】

３

令和３年度北薩地域森林整備関係事業説明会の開催

～未来の森林づくり推進プランの目標達成に向けて～

北薩地域長島の森林づくり推進協議会の取り組みについて

～ 令和３年度の取り組みについて～

長島の森林づくり推進協議会は，長島町の森林について，その

健全性を確保し，公益的機能を持続的に発揮する森林を育成する

ため，適切な森林整備・保全等に関する活動などを推進し，多様

な森林づくりに資することを目的に令和元年５月に設立され，今

年度で３年目を迎えます。

これまで，森林づくりの推進として森林経営計画の作成促進や

間伐の推進，木材利用に向けた普及啓発活動を実施してきました

が，令和３年度は，それらの取り組みに加えて，「森林資源の循

環利用に向けた主伐・再造林の実施」を計画しています。

内容としては，町内に試験地を設定し，

①ICT等を活用した森林調査の実施

②主伐，再造林の森林施業プラン書の作成及び森林所有者への施業提案

③森林所有者からの承諾が得られた箇所について，一貫作業による主伐・再造林の実施

④森林施業プラン書と精算結果との比較検討

⑤実施結果を踏まえ，次回の実施に向けた改善策，向上策の検討

などを行うこととしています。

この取り組みを行うことにより，皆伐，再造林の実施に必要な手続きや効率的な施業方法などについて
の検討を行い，会員それぞれのスキルアップや再造林の推進につなげていきたいと考えています。

７月以降，試験地の選定などを進めていくこととしているので，取り組みが円滑に実施できるようにサ
ポートしていきたいと思います。 （長谷川徳幸）

【Ｒ２年度活動状況（森林林業体験）】

北薩地域
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姶良･伊佐地域令和３年度姶良市林務行政定例会研修の開催

７月１日（木）に姶良市，姶良西部森林組合，姶良・伊佐地域

振興局が参加する姶良市林務行政定例会の研修を宮崎県都城市で

実施しました。

今回は，再造林を推進するにあたり，下刈の省略化を進めるた

め，都城森林組合が開発している再造林防草シート「刈らんで

いっちゃが」の情報収集及び現地視察を行いました。

この商品は，1.5m×1.5mの木綿及び麻の２種類が販売され，麻

は木綿より軽い（約630ｇ／枚）が，木綿と比べ破れやすくまた

目の合間から雑草が生えやすい，一方，木綿は麻よりも丈夫で破

れにくいが，やや重い（約750ｇ／枚）という特徴がそれぞれあ

ります。

施工地を視察（ほぼ平地のスギ人伐跡：木綿製）した感想は以

下のとおりです，

・シートを使用したことによる苗木の活着や初期成長への影響は

少ない。

・シート周りの草木が苗木以上の高さに成長している箇所もあっ

たが，直射日光を完全に遮っていないため成長への影響は少ない。

今後は，姶良市有林で再造林防草シートの実証試験を行う計画

です。 （岩智洋）

木綿タイプのシート

施工状況

大隅地域振興局では，本年度，森林環境教育推進事業による森林体
験学習を３つの小学校で実施する予定です。

錦江町立大根占小学校では，「森の働きの学習と木工体験」及び
「きのこの学習としいたけ栽培体験」の２回を計画しています。

第１回目を７月10日（土）に地域の青年林業士の川崎淳也氏と槐島
建司氏や錦江町役場の林務係職員にも協力をいただき，５年生・26人
を対象に実施しました。

森の働きの学習では，実物のコンテナ苗やスギ・ヒノキの立ち木に
触れながら，小さな苗木が50年以上の期間を要して大きく育つ中で，
二酸化炭素を吸収して地球温暖化防止に役立っていることや，木を使
うことが森の木を育てることにつながるなどの学習を行いました。

子どもたちは，実際に葉の手触りや香りを感じながら，スギ・ヒノ
キの違いを確かめていました。

木工体験では，スギ板の本立て制作に使用する差し金，鋸，キリな
どの道具の使い方，木目による板の上下の使い分けなどに気を付けな
がら，一生懸命取り組みました。

初めて使う差し金の採寸や，キリの穴開け，斜めに入った釘のやり
直しなどに苦労しながらも，全員が完成させました。

子どもたちは，自分の手で作った本立てにとても誇らしげでした。

先生方からは，「授業ではここまでの完成度の製作は難しい。専門
の方々の体験授業は大変ありがたい。」などの感想がありました。

今後とも学校や地域の関係者と連携しながら，子どもたちへの森林
体験学習に取り組みたいと考えています。 （下田誠司）

錦江町立大根占小学校で森林体験学習を開催
大隅地域

本立て制作

森の働きの学習
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７月14日（水）に南大隅町佐多馬籠地区に建設中の木造公共施設
（大泊海浜公園多目的交流施設）でＣＬＴ構造見学会を開催しました。

当施設はゲートボールやレクリエーションなど，町内外の方々の健
康増進及びふれあいの場の拠点として，令和２年度かごしま材利用推
進事業（木造公共施設整備事業）を活用して建設しています。

工法は，主要構造部である屋根にはＣＬＴを，柱や梁には集成材を
使用し，木材使用量は258㎥で立木に換算すると1,230本の大隅地域の
スギが使われています。

構造見学会には佐多地区の住民を中心に建築関係者や設計コンサル
タントなど，約30人が参加しました。

工事の状況をスライドで映しながら施設の概要や建設方法及びＣＬ
Ｔや集成材の説明を行うと参加者からは「木造の耐久性はどのくらい
か」「どのような手順で建てるのか」「多目的施設とあるが，どんな
イベントをするのか」など，活発な意見交換が行われました。

南大隅町の観光スポットである佐多岬

の入口付近に建設したことから佐多岬マ

ラソンをはじめとする各種イベントに活

用され，地域の活性化及び木造建築物の

良さが体感できる施設となっています。

佐多岬にお越しの際は是非お立ち寄り

ください。 （伊佐敷和孝）

木造公共施設ＣＬＴ構造見学会を開催 大隅地域

完成イメージ図

ＣＬＴ構造見学会

佐多岬

５月25日(火)に鹿屋農業業高校農林環境科２年生24人を対象とし

て，林業就業支援講習会が行われました。

当日は，まず，駿河木材有限会社の大竹野社長より，会社におけ

る林業経営の取り組みについての講話がありました。

次に当センターから「本県の森林・林業の現状と課題について」

と題して本県の森林・林業の現状，森林資源の循環利用とそれに必

要な山の仕事，高性能林業機械などの紹介及び木材利用について講

義を行いました。講義では，生徒が退屈せずに森林・林業に興味を

示してもらうため，高性能林業機械の動画を流したり，防護衣の試

着も行いました。

午後から大隅地域の林業事業体との座談会が，各事業体から仕事

内容などについての説明が行われた後，生徒から質問を受ける形で

行われ，生徒は，はじめは緊張している様子でしたが，時間が経つ

につれ緊張がほぐれ，和やかな雰囲気で進みました。

近年，鹿屋農業高校から大隅地域の林業事業体へ毎年就職してお

り，今回の講習会を受講した生徒が新たな林業の担い手として，卒

業後に林業関係への就業を期待しています。 （濵﨑学）

普及指導部林業就業者支援講習（鹿屋農業高校）の開催

講習状況

座談会状況
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令和３年度地域リーダー養成講座の開催 普及指導部

この講座は，森林・林業に関する総合的な知識・技術の習

得を目的に，意欲を持って林業に取り組んでいる若手林業従

事者などを対象に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。

受講生は，県内各地から森林組合や林業事業体に勤務され

ている12人の参加がありました。

研修は，前期（３日間）と後期（３日間）に分かれており，

今回は，７月７日（水）から９日（金）までの前期研修を実施

しました。

１日目は，当センター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，林産，特用林
産，森林保護の座学を実施しました。

２日目は，地材地建の取り組みなどについて住宅工務店代表取締役会長の座学と霧島市の苗木生産者（青年
林業士）から苗木生産技術の現地研修，さらに当センター職員から苗木関係の座学と試験植栽地での現地研修
を実施しました。

３日目は，姶良西部森林組合の総務課長（青年林業士）による「再造林推進等」の座学と受講生に現在の仕
事内容や将来の目標等について発表してもらいました。発表内容は，各自現在の課題等を的確に把握しており，
将来の地域リーダーとしての心構えと山仕事への真摯な取り組みが感じられました。

３日間の研修では，受講生から各講師に再造林推進やウッドショック等の質問や意見も多く，活発な議論も
行われました。

後期研修（３日間）は，10月頃に実施する予定としており，先進的な事例に取り組んでいる林業事業体や木
材加工施設などの現地研修を実施する予定です。

また，講座の修了者は，１年以上地域で林業の牽引役として活動した後に，認定審査を経て，青年林業士と
して認定されることとなっています。 （田中謙二）

研修状況


