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鹿児島市立清和小学校で森林・林業体験学習を開催

小・中学校等を対象にした森林・林業教育を毎年数校
実施しています。今回は，鹿児島市立清和小学校で実施
した様子を紹介します。

10月14日（木）に３年生162人を対象に森林・林業に
ついての座学と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」と「み
んなのくらしと木」をテーマに普及指導員が説明を行い，
また，生徒が普段使っている鉛筆の製造工程をDVDで見
てもらいました。鉛筆ができるまでの映像を見た子供た
ちの驚いた様子が印象的でした。

体験学習では，鉛筆の製造工程で発生したおがくずを
リサイクルして開発された「おがくず粘土」を生徒一人
一人に配布し，鉛筆やレリーフを作ってもらいました。
このおがくず粘土は，乾燥すると素焼きのような風合い
が楽しめ，切る・削る・穴をあける・接着するなど様々
な加工ができるのが特徴で，乾燥する２日後が待ち遠し
い様子でした。

森林・林業教育を体験した児童が，一人でも森林・林
業，木材産業の職に興味を持つ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，年明けにシイタケ駒打ち体験を予定していま
す。人数が多いため怪我など細心の注意を払って実施し
ていきたいと思います。 （中村克之・村岡英樹）

鹿児島地域
南薩流域林業労働安全研修の開催

管内の林業事業体の作業員等を対象に，
伐木・造材の技術と安全対策の向上を目的
として，県きこり達人競技会の予選会を兼
ねた林業労働安全研修会を開催しました。

研修には，森林組合４支所と事業体１者
の５事業体が参加し，技術を競いました。

県大会の競技に合わせて，ソーチェーン
の脱着，丸太合わせ輪切り，伐木・造材の
３つの競技を実施し，減点方式での採点に
より順位を決定しました。

日常の作業と異なり，同業者の前での実
技であったため，競技者のほとんどの方が，
大変緊張しているのが分かりました。

どの競技者も基本どおりの作業を忠実に
実施していましたが，緊張のあまり，大き
な減点に繋がるミスをしてしまう参加者も
いました。

最後に，今後現場でも，基本を忠実に
守った作業を心がけ，事故やケガ等を絶対
起こさないことをみんなで再確認しました。

（中村克之・村岡英樹）

ソーチェーンの脱着 丸太合わせ輪切り

伐木・造材 林業労働安全研修

鹿児島地域
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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

４回目となりました。

今回の研修では，事業体より要望が多かった，北薩管内の林業事業体

が実施している間伐における高性能林業機械の稼働状況等の視察研修等

を実施しました。

研修では，株式会社正徳林業の社長自ら，これまでの会社設立の経緯，

労働安全等に対する指導方法等について説明を受けた後，大型の高性能

林業機械による間伐材の搬出状況を研修しました。

参加者からは，今後自分たちでも大型機械の導入ができるよう頑張っ

ていきたいとの意見が聞かれました。

その後，株式会社ワイテックさつまセンターにて，林業事業体が出荷

した原木を製材品へ加工している状況の視察を行い，北薩森林組合木材

流通センターにて，原木の取り扱い状況等について研修を行いました。

現地研修後に室内研修を行い，再造林の実施などについて活発な意見

を出していただき有意義な研修であったと思います。

今回の研修を通じて事業体同士のつながりもできて，今後もこのよう

な研修を継続することで意欲ある事業体育成を図っていきたいと思いま

す。 （松崎和徳）

南薩流域林業事業体育成研修の開催 南薩地域

北薩地域川薩地域の早掘りたけのこの振興について

▶ ＪＡ北さつま 初出荷
式

▶ 川薩地域 竹林管理現地研修

北薩管内では10月になり「超早掘りたけのこ」の出荷が始まり
ますが，今年は10月14日（木）に川薩地域を所管するＪＡ北さつ
まと出水地域を所管するＪＡ鹿児島いずみで初出荷がありました。

今年は台風の影響もなく，全体的に表年なので出荷量が増える
と期待されています。

川薩地域では出荷に当たり，毎年，竹林管理現地研修会を開催
していますが，今年は６会場73名の生産者の参加がありました。

研修会では生産者への竹林管理等の技術指導を行いましたが，
生産者が高齢化しているので，特に伐竹作業の安全対策について
は入念に説明を行いました。

このほか，今年から集荷施設でのゴミの減量化を図るため，協
議会で「超早掘りたけのこ」出荷用篭を作成し，生産者へ配布を
行い協力を求めました。

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，新型
コロナウイルスの影響が落ち着いて，消費が増えていくことを期
待しています。 （橋口雅浩）
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長島の森林づくり推進協議会の取り組みについて

～ 小中学生へ対する森林・林業教育の取り組みについて～ 北薩地域

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，

小中学生を対象とした森林・林業体験活動をみんなの森づくり県民税

を財源とする森林の体験活動支援事業を活用して実施しており，循環
する資源としての森林の重要性と地域の中で林業が果たす役割につい
ての普及活動を行っています。

今年度は，町内の３小中学校で実施することとしており，最初に平
尾中学校１年生（12人）に対して，10月26日に森林・林業・木材に関
する学習，11月２日（火）に森林整備の体験活動を行いました。

森林・林業・木材に関する学習については，県の森林の特徴や林業

の役割，木材の特徴などについてパワーポイントを用いて授業を行い

ました。

また，森林整備の体験活動については，高性能林業機械による伐採，
搬出作業の見学と当機械の操作体験を行いました。

後日，当学習に対する感想が中学校から届きましたが，「林業は森
林を守っていることが分かった」，「高性能林業機械を手足のように
運転するオペレーターはすごい」など，林業に対して興味を持ったと
の内容が多く，参加した協議会のメンバーからは，「数年後，島内の
林業事業体へ就職してくれる人が出てくれば」と喜んでいました。

１月から２月にかけて残りの２校の学習が予定されているので，引
き続き，本取り組みが円滑に実施されるよう，サポートしていきたい
と思います。 （長谷川徳幸）

▶ 森林・林業・木材に関する学習

▶ 森林整備の体験活動

薩摩川内市立高来小学校で森林環境教育を開催
北薩地域

当管内では，毎年，小中学生を対象とした森林環境教育を行っており，
今年度は３校で実施を計画しています。このうち，都市部枠で実施してい
る薩摩川内市立高来小学校における実施内容を紹介します。

11月５日（金）と11月16日（火）に木工体験学習を開催しました。

本学習は，森林にまなびふれあう推進事業を活用し，木製可動式本だて
づくり（３，４年生43名）及び木製時計づくり（１，２，５，６年生69
人）を行いました。

様々な体験を通じて，少しでも子供たちに森林・林業に興味を持っても
らえるよう，事前に森林・林業の学習や伐採現場見学等を行い，木工体験
学習に臨んでもらいました。

今回は，全学年が対象だったため，各学年に応じたカリキュラム作成や
準備に苦労しましたが，子供たちの楽しそうに制作している様子に，こち
らも自然と元気をもらえました。

今後も引き続き，子供たちに少しでも森林・林業に興味をもってもらえ
るよう森林環境教育の普及に努めていきたいと思います。（山之内美穂）

▶ 木製本棚づくり（３，４年生） ▶ 木製時計づくり（１，２年生） ▶ 木製時計づくり（５，６年生）

▶ 森林･林業学習（伐採現場見学）
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姶良･伊佐地域
下刈り省力化実証試験の開始

10月７日（木）に姶良市平松の姶良市有林に，前回のかごしま

林業普及だより第６号（令和３年７月）でご紹介した防草シート

「刈らんでいっちゃが」の実証試験地を設定しました。

試験地は，植栽本数，傾斜，シートの種類（麻及び木綿）の異

なる８箇所設定し，さらにシートを固定する竹串を，２本固定

（タコ糸無），２本固定（タコ糸有），３本固定の３つに分けて

試験を行うこととしました。

施工時間は，２分30秒（木綿シート 竹串３本固定）～６分

（木綿シート 竹串３本固定タコ糸有）とかなりばらつきがあり

ました。今後は定期観測を行い，下刈省力化に繋がるか確認した

いと思います。

私もシート設置作業を行いましたが，

・麻シートより木綿シートの施工がしやすい。

・タコ糸を結ぶ手間が掛かる。（手袋を取って素手で結ばない

と行けない）

・地ごしらえのやり方でシートの貼り方に差が出る。

・センターから串を刺した方が早く施工できた。

といった印象を持ちました。 （岩 智洋）

設置作業状況

試験地全景

姶良･伊佐地域
令和３年度姶良市木材利用推進連絡会議の開催

８月２日（月）に姶良市本庁舎会議室で，令和３年度姶良市木

材利用推進連絡会議が開催されました。

この会議は，毎年８月に開催され，姶良市における令和２年度

の木材利用実績及び令和３年度以降の木材利用計画について報告

がありました。

また，姶良西部森林組合からは蒲生木材流通センターを中心と

した現在の木材流通の動向について，振興局からは木材利用推進

に関する県の施策の概要などについて説明を行いました。

現在姶良市では新庁舎建設や，(仮称)姶良市子ども館(子育て

支援拠点施設)の整備計画が進んでおり，振興局からは，木育イ

ンストラクター制度や，屋久島町における木育に関する取組につ

いて説明したところです。

姶良市は，蒲生メアサの生産地であり，県内で唯一人口が増加

している市町村であるため，現在もあちらこちらで木造の新築住

宅を目にする機会が多くなっています。

今後も様々な機会を通じて木材利用に関する情報提供等を行い，

姶良市民が木材利用に対して関心を深めていけるよう努めていき

たいと思います。 （岩 智洋）
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インターンシップ（伊佐農林高校）の開催 姶良・伊佐地域

高校生の林業就業促進対策として，ＩＣＴ等の新技術体験や林業
事業体での就業体験のほか関連施設の視察等を内容とした「イン
ターンシップ」が10月18日（月）～22日（金）に伊佐農林高等学校
農林技術科の林業専攻の２年生７名を対象に開催されました。

ＩＣＴ等の新技術体験については，県森林組合連合会よりドロー
ンや３Ｄレーザースキャナによる森林調査技術の紹介と，これらの
機器を実際に使った実習が行われました。

その後，３日半にわたり，伊佐愛林株式会社及び伊佐森林組合に
おいて就業体験が行われました。

伊佐愛林株式会社では，コンテナ苗植栽・獣害防止ネット設置，
チェーンソーによる伐倒作業，プロセッサでの造材作業の体験が行
われ，伊佐森林組合では，木炭製造に係る割材作業，窯から木炭の
搬出作業のほか，皆伐予定箇所での毎木調査やプロセッサでの造材
とフォワーダでの積み込み作業を体験するなど，学校の実習ではで
きない様々な体験を汗と埃と灰にまみれながら行いました。

最終日は，更に見聞を広げてもらうため，造林保育を専門として
いる霧島造林やツーバイフォー部材加工施設のさつまファインウッ
ドのほか原木市場の県森連隼人共販所を訪問し，作業内容や施設の
説明と見学をしました。

なお，霧島造林を訪問した際には，新聞社の取材もあり，後日そ
の様子が掲載されました。

今回のインターンシップを通じて参加した高校生には，より一層
森林・林業に対して関心を深めて欲しいと思います。（山下幸一）

林業就業者支援講習（伊佐農林高校）の開催

伊佐農林高等学校農林技術科２年生27人を対象に，11月15日(月)
に林業就業支援講習会が行われました。

当日は，指導林家でもある伊佐愛林有限会社の今吉社長より，林
業の課題と自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。

次に当振興局から「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，人工林を育成するにあたり必要な
作業や技術及び使用される林業機械を紹介したほか，来年就職や進
学を控えている生徒の参考となるよう，森林・林業に関わる就職先
について，仕事内容ごとに紹介しました。なお，森林・林業に関わ
る就職先には，技術系の公務員も含まれますが，近年受験者が少な
いことから，進路の候補先の一つとしてもらえるよう伝えました。

午後からは，地域の林業事業体との座談会が２班に分かれて行わ
れ，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進められました。

最後に各班ごとに質問の内容等のとり

まとめが行われ，事前に決めていた生徒

の代表により発表が行われました。

生徒の皆さんは最後に発表が控えてい

る事もあり，質問に対して回答を熱心に

メモしている姿はとても印象的でした。

（山下幸一）

座談会

生徒代表による発表

講習会

姶良・伊佐地域
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姶良･伊佐地域国分センリョウ生産振興会の鋏入れ式の開催

毎年恒例の国分センリョウ生産振興会鋏入れ式が今年も11月29日

（月）に執り行われ，多くの参加者が出席されました。

最近ぐっと寒くなったことで実の色づきが進み，真っ赤な実が艶

のある緑の葉に映えていました。会員の方々が鋏を入れてセンリョ

ウを収穫し，10本ずつのくくりを作っていきました。

これらのセンリョウは12月に鹿児島市や宮崎県の市場に出荷され

る予定です。今年も自宅でゆっくりお正月を過ごす家族が多いと見

込まれ，センリョウの需要と人気は高いそうです。また，国分セン

リョウはバイヤーや花屋から期待も大きいというお言葉をいただき，

会員の励みとなっています。

この１週間前に開催した技術向上のための現場研修では，12名の

センリョウ圃場を巡回し，管理方法や獣害対策の実施，出荷に向け

た規格を再確認するとともに，選別を厳しくすること等を研修しま

した。

現在，出荷に向けた収穫作業に大忙しで猫の手も借りたいほどの

状況です。

会員が施肥や除草，支柱立て，獣害対策など一年を通して愛情と

手間ひまをかけて生産している各会員の努力と苦労が報われるよう，

12月中旬の市売りの結果に期待が膨らみます。 （神志那紀子）

第１回苗木生産実践講座の開催

姶良・伊佐地域森林・林業活性化センター主催で10月27日（水）

～28日（木）に「第１回苗木生産実践講座」を開催し，管内５社計

７人の参加がありました。

参加者は現在小規模な生産者のほか，今後自分で伐った山に自分

で作った苗を植えようと検討している方や障害をもつ子供達に山づ

くりを教えるとともに，苗木生産を就労の場としていきたいと考え

ている障害者施設の代表です。

研修内容は昨年度と同じく，台木の仕立て方・あら穂の取り方・

挿し穂作り・挿し付け作業等の実践的な研修です。受講者には，コ

ンンテナ苗づくりで大事な事が毎日の水の管理と防風・遮光という

ことを十分に理解していただけたと思います。

今回のコンテナ資材は，取り外しが可能なマルチキャビティコン

テナを使用しました。受講者の意見を聞くと，作業効率が一番いい

のはＭスターだという意見もありましたが，どの資材を使って生産

するかの選択肢を広げられたのではないかと思います。

このほか，講師から手作業での培地づくりは重労働のためミキ

サーを使っているとの話しもあり，新たな学びの時間となりました。

次回は，大隅管内の既生産者を訪問し，生産初期に必要な施設や

経費，穂木の調達方法等を研修する予定です。 （神志那紀子）

姶良･伊佐地域
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高校生への枝物生産研修会の開催 大隅地域
９月30日(木)に鹿屋市輝北町において，大隅地域の主たる特用林

産物である枝物生産への興味と理解を深めてもらうため，今後の
地域林業を支える若い世代の鹿屋農業高等学校の農林環境科の２
年生15人を対象に枝物生産研修会を開催しました。

まず，当振興局から枝物生産の現状について説明を行い，同校
OBである園田枝物相談員のシキミ畑において，同氏から管理方法
等の説明や生徒たちによるシキミの収穫体験を行いました。

研修後のアンケートの結果，以前から枝物について知っている
生徒は２割程度でしたが，研修後には，約７割の生徒が枝物生産
について興味を感じたなどの意見が多く寄せられました。

また，その後，鹿屋農業高等学校から１年生20人に対して枝物
生産研修会の開催依頼があり，早速，11月22日(月)に開催しました。

当日はあいにくの小雨となりましたが，研修現場近くに室内会
場を設定し，くくりの商品について様々な種類があること等の説
明を行いました。

また，２年生と同様に研修会終了後のアンケートでは，「シキ
ミの剪定が楽しかった。」「生産量が全国で上位にあることに驚
いた。」等の声が寄せられ，約６割の生徒が就業先のひとつとし
て意識するとのうれしい結果となりました。

今後も大隅流域における枝物栽培の更なる振興を図るため，新
規生産者の確保･育成に向け，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）

現地研修（シキミ剪定方法等）

室内研修（くくり等説明状況）

おおすみ伐木チャンピオンシップの開催 大隅地域

大隅地域で活動している林業従事者の伐木造材技術の向上と労働
安全を図るため，12月２日（木）に技術競技会『おおすみ伐木チャ
ンピオンシップ』を開催しました。今回は，管内の林業事業体３
チームが，日頃の現場作業で磨いてきた技術・技能を披露してくれ
ました。

まずは前半戦。会場となった鹿屋市祓川(はらいがわ)公園において，
①チェーンソー点検の部と ②丸太合わせ輪切り競技を実施。自ら
整備点検した愛機を用いて，設置されたスギ丸太に上下から切り込
み，作製された２枚の輪切りを，生じた段差や厚さを審査しました。

その後，会場を鹿屋市有林へと移し，代表による選手宣誓と安全
コール。「今日もゼロ災でいこう!」「ヨシッ!!」。

装備の審査を経て，後半戦の③伐木・造材の部の開始です。スギ

の立木を伐倒，枝払い，玉切り(丸太に切り分ける)し，切り口のサイズ
や形状，倒す方向の正確さを審査。この際，合図や安全確認などの
動作にも審査員の目が光ります。

審査の結果，僅差を制した曽於市森林組合と曽於地区森林組合の
２チームが，県大会ともいえる『鹿児島県きこり達人競技会』へ，
大隅代表として出場することになりました。

競技を通じて，技術の研鑽はもとより労働安全意識の向上が図ら
れ，林業に携わる方々全員がこれからもゼロ災を合言葉に益々活躍
する姿を期待させる競技会となりました。 （中村信一）

※12月21日姶良市で開催されたきこり達人競技会において，大隅代表の２チー
ムが見事，最優秀賞と優秀賞に輝きました。おめでとうございます!!!!
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普及指導部
林業普及職員九州ブロックシンポジウムの開催

大隅指導区の伊佐敷指導員

リモート開催の状況

10月４日(月)に林業普及職員九州ブロックシンポジウムが開催さ
れました。本年度は鹿児島県での開催となっていましたが、新型コ
ロナウィルス感染症拡大防止のため、リモート開催となりました。

本シンポジウムは、林野庁主催により、林業普及指導員同士が互
いに研鑽し、各地域における林業の現状や課題、普及指導の成功事
例などを共有して、今後の林業普及指導活動につなげることを目的
に開催されています。

シンポジウムでは，九州各県で日頃より活動している８人の林業
普及指導員の活動実績と九州森林管理局の取組事例の発表がありま
した。本県からは、大隅指導区の伊佐敷和孝林業普及指導員が「大
隅地域における林業成長産業化(再造林)の推進について」を発表し
ました。各県の発表内容は、日頃の現場からの要望等を踏まえた取
組や各地域における課題解決に向けた取組であり、いずれの発表も
素晴らしいものでした。

発表終了後、審査会が開催されましたが、どの発表も優劣がつけ
難く、審査会は１時間以上も白熱した議論が交わされました。

その結果、最優秀賞、そして本年度の九州ブロックの代表として、
本県の伊佐敷林業普及指導員が選出されました。

全国各地区のブロックシンポジウムが書面開催になる中、九州ブ
ロックは、リモート開催としましたが、当日は大きなトラブルもな
く無事に新しいスタイルの発表会を終えることが出来ました。

なお、全国ブロックシンポジウムは、新型コロナウィルス感染症
拡大防止のため、書面開催となりました。全国シンポジウムの結果
については、後日報告させて頂きます。 （図師朋弘）

11月２日(火)に鹿児島市の鹿児島県青少年会館大ホールに
おいて，「市町村森林管理技術者養成研修」を開催しました。

この研修は，「森林経営管理制度」の円滑な推進を図るた
め，令和元年度から市町村林務担当職員を対象に，森林・林
業に関する知識や技術の習得を目的に実施しているものです。

今回は，森林管理に関する基礎的な知識の習得のための全
体研修として，林野庁森林利用課森林集積推進室からリモー
トにより，「森林経営管理制度の推進について」と題して，
森林経営管理制度の進め方や全国の取り組み事例などについ
ての説明と，南九州市から「南九州市における森林経営管理
制度の取り組みについて」と題して，具体的な取り組み状況
を発表していただきました。

今回の研修には市町村職員（事例発表者を含む）をはじめ，
52人が出席しました。

今後は各地域振興局等において，森林の現況に応じた管理
方法や施業技術等の習得に向けた現地研修を実施していく計
画です。

当研修の継続的な実施により，市町村林務担当職員が行う
経営管理権集積計画や経営管理実施権配分計画の作成業務な
ど，森林経営管理制度のさらなる推進が図られることが期待
されます。 （濵﨑 学）

市町村森林管理技術者養成研修の開催

全体研修状況

南九州市の発表状況

普及指導部


