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平成27年12月1日発行　　　　　　　●第６４８号

※　「みんなで育てよう！さがの森林」facebookページ
　　http://www.facebook.com/saganomori へアクセスしてください。
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（Mスターコンテナ苗）
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佐賀の林業 平成27年12月1日

林政だより

県産木材の生産・利用拡大による林業活性化に取り組んでいます

　県では、森林資源の循環利用を推進し、
県産木材の利用拡大を図るため、今年度か
ら、新たに2つの事業に取り組んでいます。
　現在、県内の森林資源の構成は、46 年
生から50 年生をピークとするピラミッド型で、
利用可能な 36 年生以上の森林が約 8 割を
占める状況となっており、今後、林業を活性

　このような中、近年、伐採と植林作業を一
体的に実施する「一貫作業システム」の開
発により、植林コストの縮減が可能となったり、
生長が早いコンテナ苗の活用により、育林コ
ストの縮減が可能となってきました。
　また、木材の利用については、これまで、
曲がりや小径のため未利用のまま森林に残置
された木材、いわゆる未利用木材が、紙の
原料やストーブ用の薪、木質バイオマス発電

森林資源の循環利用を目指して

（佐賀県の森林資源の現況）

化するためには、伐採～植林のサイクルを
回していく必要があります。
　しかしながら、木材価格の低迷等により、
主伐を行っても、その後の再造林費用や下
刈等の保育費用を賄えないなど、林業の採
算性が悪化していることから、森林所有者の
経営意欲が低下し、主伐が進んでいない状
況となっています。

用の燃料
材として、
これまで
以上に利
用 拡 大
が期待さ
れる状況
にありま
す。
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佐賀の林業平成27年12月1日

　このような新たな需要機会を捉え、林業
の活性化を図るため、主伐等による未利用
木材を含む生産システムの構築など、地域
森林資源のフル活用に新たにチャレンジす

る林業事業体等を支援する「さがの森林フ
ル活用チャレンジ事業」に取り組むとともに、
民間住宅や公共施設等の木造化等を支援す
る「ふるさと木材利用拡大推進事業」により、
県産木材の生産拡大及び利用拡大対策を
一体的に取り組んでいます。
 

県産木材の生産・利用拡大による
林業活性化

さがの森林フル活用チャレンジ事業
（H27予算額　7,827 千円）

○「生産システム支援」
(1)　伐採と植林を一体的に行う一貫作業シ
ステムなどの新たなコスト縮減等に取り
組む林業事業体に対し、低質材搬出の
掛かり増し経費支援

(1)　主伐跡地における再造林・下刈り経費
に対する造林補助金の嵩上げ支援
（68%→85％）

事業主体：協議会、林業事業体
補助率：4千円／㎥（定額）
事業内容：主伐　600㎥
　　　　　間伐　1,000 ㎥

○「再造林対策」

事業主体：林業事業体
補助率：17％（嵩上げ補助）
事業内容：再造林　6ha

○事業期間：H27年度～H31年度
　　　　　　　　　　　　（5年間）

も　り
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佐賀の林業 平成27年12月1日

ふるさと木材利用拡大推進事業
（H27予算額　39,571 千円）

○「民間住宅の木造化」
(1)　大工・工務店が木造住宅のデザインや
居住性を競い合い、磨き上げることが
できる木造住宅コンクールの開催

事業主体：県（委託）
対象施設：

(2)　コンクールの応募に協力する施主に対
する新築費用の一部補助

事業主体：県（委託）
対象施設：

　県産木材の生産から利用にわたる総合的
な取組によって、豊富な人工林資源を有す
る県内の森林において、効率的な木材生産
が行われるとともに、新たな分野を含む多
様な木材利用が行われ、森林資源の循環
利用が推進されることを期待します。

地産地消の応援団が建
築した新築住宅（県産木
材利用率 60％以上）

○「公共施設等の木造化」

○事業期間：H27年度～H31年度
　　　　　　　　　　　　（５年間）

(1)　自治会公民館の整備

(3)　ペレットストーブ等の導入

事業主体：自治会等
補 助 率：工事費の 7.5％
　　　　　（上限 2,500 千円／棟）

(2)　公共施設における木製の学習机・椅子
や玩具の導入

事業主体：市町等
補 助 率：1/2(上限7.5千円／セット)
事業内容：木製机・椅子等
　　　　　390セット

事業主体：市町等
補 助 率：1/2（上限500千円／セット）
事業内容：ペレットストーブ等　
　　　　　4セット

事業内容：公共的施設　5棟
対象施設：

(3)　専門知識を持ったクリエイティブ・ディ
レクターによる県産木材ＰＲ活動

事業主体：県（委託）
事業内容：県産木材利用促進イメー

ジ戦略の策定
地産地消の応援団に対
するプロモーションセミ
ナーの開催

地産地消の応援団が建
築した新築住宅（県産木
材利用率 60％以上）

自治会が整備する公民
館等（県産木材利用率
70％以上）

(4)　地産地消の応援団に対するＰＲ活動補助

事業主体：地産地消の応援団
補 助 率： 200 千円／社（定額）
事業内容：ＰＲ活動補助　15社

（林業課林産振興担当係長　武田経孝）
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佐賀の林業平成27年12月1日

普及だより

林業普及指導活動の計画と実践　～佐賀中部農林事務所～

　当農林事務所の林務課普及担当は、松尾
淳也（普及指導8年目）、石田秀明（同4年
目）、生島理絵（同2年目）の3名です。
　日頃から、上司・同僚と協力し、管内の佐賀
市、多久市、小城市の森林・林業関係者と連
携しながら普及指導活動を行っています。
　平成27年度は、昨今の森林・林業を取り巻
く情勢や管内の森林資源・木材産業の現状
等を勘案し、次の5項目を普及指導の課題に
掲げ、重点的に取り組んでいるところです。
（１）　搬出間伐の促進
（２）　生産森林組合の森林経営の促進
（３）　特用林産物の生産振興
（４）　木材流通体制の整備
（５）　クリーク護岸整備用丸太の安定供給
　ついては、今年度の活動計画の概要及び
これまでの主な取組状況について報告しま
す。

（1）　搬出間伐の促進 

　森林経営計画の策定を推進するとともに、
計画の着実な実行を図るため、施業の集約
化や路網の整備の支援による搬出間伐の推
進指導を行います。
　また、佐賀東部森林・林業活性化センター
と連携し、森林情報カルテの活用を図ります。

（2）　生産森林組合の森林経営の促進 

　生産森林組合の森林経営による収益の確
保のため、地元の林業事業体等と連携し、生
産森林組合の所有山林を核とした集約化に
よる搬出間伐等の促進を図ります。

（3）　特用林産物の生産振興 
　山村地域の所得向上を図るため、ウバユリ
等の独自性のある山菜について、林業試験場
や地元の林業研究グループ等と連携しなが
ら、生育環境や栽培・活用方法の調査・実証を
行います。

　
（4）　木材流通体制の整備 
　平成26年6月の佐賀市木材供給センター
（佐賀市富士町）の稼働に伴い、地域における
木材生産・集荷の一層の推進を図ります。
　（5）　クリーク護岸整備用丸太の安定供給
　間伐材等を使用した木柵による佐賀平野の
クリーク護岸整備が本格化していることから、
杭木等用丸太の安定供給の推進を図ります。
　～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～
　このほか、佐賀中部地区林政協議会（多久
市）並びに佐賀東部地域林業後継者対策協議
会（佐賀市）と連携した活動を実践しています。

　
　今後とも、地域に密着しながら、普及指導活
動を展開していきたいと思います。

森林経営計画地区説明会〔佐賀地区〕（9月）

生産森林組合への搬出間伐等の促進活動〔多久地区〕（８月）

（佐賀中部農林事務所林務課
　　　　　　　　　普及担当係長　松尾淳也）

　林業講演会〔佐賀地区(諸富家具)〕（10月）更新伐現地研修〔小城地区〕（10月）

ウバユリ生育環境調査〔佐賀地区〕 花（７月下旬）   実（10月下旬）
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佐賀の林業 平成27年12月1日

普及だより

１．普及指導の状況と課題
　林業従事者の高齢化や後継者不足、材価
低迷に伴う施業意欲の減退による未整備森林
の増加に対処するため、森林所有者に対し、補
助事業等を活用した森林整備の実施などを働
きかけてきましたが、未だ不十分な状況であ
り、市町及び農林事務所等の関係者が一体と
なって森林整備に取り組む必要があります。
　また、特用林産に目を向けると、県学校給食
会への原木乾しいたけの納入は、定価で価格
が安定しており、生産者にとって有利なことか
ら普及推進しているところですが、最近納入実
績が伸び悩んでいるため、「納入を増やすよ
う」指導に努めています。併せて原木乾しいた
けの安定した生産に向けた対策が必要です。
　これらを踏まえ、平成27年度は下記のとおり
取り組むこととしております。

２．活動計画
①間伐の推進
　搬出間伐の推進を目的とした地区説明会
等の開催、森林経営計画の策定指導・支援、
情報提供等を行うとともに、林道沿線を核とし
た搬出間伐推進重点地区(施業集約箇所)の
設定等を行います。
　また、高性能林業機械の導入支援、視察研
修等への派遣支援、生産森林組合に対する搬
出間伐推進のための指導・支援及び情報提
供、後継者育成対策等を実施します。
②特用林産物の生産振興
　原木シイタケの競争力強化及び経営の安
定化を目的とした生産資材の整備を行い、管
内原木シイタケの認知度向上を目的としたＰ
Ｒ活動を推進します。
　また、併せてタケノコ生産・販売を目指した
竹林整備を推進します。

３．実践状況
　高性能林業機械の導入については、まつら
森林組合において、本年度ハーベスタ及び （唐津農林事務所 林務課 普及担当係長　夏井雄一郎）

指導の状況と課題
従事者 高齢化 後継者不足 材価

普及指導活動の計画と実践　～唐津農林事務所～

フォワーダが１台ずつ導入されており、素材生産
における生産性の更なる向上が期待されます。
　また、森林作業道等の路網整備について
は、他の管内と合同で、オペレータを対象とし
た森林作業道作設に関する技術研修を実施
しました。
　その他、生産森林組合の経営指導では、補
助事業の内容を説明の上、搬出間伐等の意
向について聞き取りを行い、後継者育成対策
として、唐
津市七山
の小学生
を対象と
した森林・
林業体験
学習会を
実施しま
した。 　森林・林業体験学習会（９月）

先進地視察研修（11月）

　当管内の林家、森林組合、市町、農林事務
所等で組織する唐津・東松浦林業協会では、
複数回の列状間伐、ハランの林床栽培、保残
木施業等
に関する
優良事例
地（長崎
県）への
視察研修
を実施し
ました。

　原木シイタケやタケノコについても、生産基
盤及び資材の整備が進められています。
　今後は、木造住宅に関するセミナー及び見
学会、チェーンソーや森林作業道等に関する
技術研修の開催等を予定しており、引き続き、
関係者の協力を得ながら、普及指導活動を進
めていきたいと思います。
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佐賀の林業平成27年12月1日

普及だより

普及指導活動の計画と実践　～杵藤（旧鹿島）農林事務所～

　当管内（旧鹿島農林）では、管内市町や
森林組合等と連携を図りながら、各種補助
事業を活用し、森林整備を推進してきました。
しかしながら、まだまだ地域的には間伐など
の必要な森林整備の遅れが見受けられます。
　このような課題を踏まえて、今年度、下記
の普及指導目標を設定しました。　
①　間伐の推進（間伐面積 260ha、うち搬
　出間伐130ha、作業道開設 7,600m）
②　多良岳材の銘柄化推進（間伐材搬出量
　4,300 ㎥）
③　生産森林組合所有林を核とした搬出間
　伐の推進及び特用林産物の生産振興
　　今年度、これまでに取り組んできた内容に
ついて、途中経過を報告します。

①　間伐の推進について（6月～8月）
（1）　間伐施業地の集約化や作業路網の整
　備推進のための森林経営計画地区説
　明会を開催。（1地区）
（2）　間伐推進地区説明会の開催（鹿島市、
　嬉野市で5地区）

②　多良岳材の銘柄化推進（9月）
（１）　巡回パトロールの実施：管内市町、森
　林組合、農林事務所等で構成された、
　南部林政協議会の主催により市町道や
　林道沿線を核に巡回

③　生産森林組合へのアプローチ（7月・9月）
（1）　　特用林産物生産事業（サカキ栽培）
　に関する補助事業の情報提供（7月）
（2）生産森林組合所有林について搬出間
　伐の意向等を聞き取り、補助事業等の
　活用を説明

　今後は、12 月上旬にオペレータを対象
とした、森林作業道作設に関する勉強会（研
修会）の開催や、先進地視察研修などを予
定しています。引き続き、関係者の皆様の協
力や関係機関の方々の指導を受けながら、
課題の解消や、設定した数値目標が達成で
きるよう、普及指導に取り組んでいきたいと
考えています。

（6月：森林経営計画地区説明会：嬉野市）

（8月：間伐推進地区説明会：嬉野市）

（9月：搬出間伐の施業履歴、今後計画等の聞取り）

（杵藤農林事務所　林務第二課
　　　　　　　　普及担当係長　引地繁雄）

（間伐や枝打ちが必要な林分の巡回：
後日森林所有者へ現地状況の報告及び施業提案書を送付）
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佐賀の林業 平成27年12月1日

普及だより

第６回「佐賀県きこり選手権」を開催

　今回の選手権の紹介に当たっては、これま
での企画や運営に対する振り返りの意味を
込めて、選手権出場者3名（最年少者や最年
長者、優勝チーム代表者）の方々に感想等の
コメントをいただきましたので紹介します。

山口氏コメント
・きこり選手権は、伊万里農林高校時代から
知っていたが、自分が選手として参加出来
て嬉しい。
・練習して臨んだが、人前で伐倒する緊張感
とルールを把握していなかった焦りで思い
どおりに伐倒が出来なかった。
・他の選手とチェーンソーの扱い方が違うこ
とを理解し勉強出来たので来年はもっと頑
張りたい。

（2）　最年長者：坂元　繁実氏（61歳）
　唐津市東松浦郡木材同業組合チーム：
　　　　　　　　　　　丸太切競技出場

質問内容
選手権に参加して感じたことや、今後の選
手権に望むこと、抱負など

（1）　最年少者：山口　貴士氏（19歳）
　(株)伊万里木材市場チーム：
　　　　　　　　　　　　伐倒競技出場

はじめに
　10月24日（土曜日）、太良町糸岐（太良町
有林・健康の森公園内）において第6回「佐
賀県きこり選手権」を開催しました。
　競技は、世界伐木チャンピオンシップ
（WLC）の競技基準を参考に審査が行われ
るもので、今年は、県内の森林組合や林業会
社など16団体48名が参加し、伐倒競技、丸
太切り、丸太輪切りリレーの3種目を行いまし
た。さらに上位5チームで枝払い競技を行い、
入賞チームを決定したこともあってか、白熱し
た選手権になりました。
　この選手権は、今年で6回目を迎え、選手
の伐倒、造材等の技術もさることながら、安全
に対する意識もさらに向上してきております。

～　佐賀県ナンバーワンの伐採技術者を決定　～

▲開会式の様子

坂元氏コメント
・普段の作業と違うことや、人前での緊張感
があって安全作業の意識付けに良いことだ
と感じた。
・他の選手の技術が見れることも勉強になる
ので、もっと交流の機会を増やしてほしい。
・自分の息子も選手として参加したが、引き続
き選手権に出場して頑張ってほしい。
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審査結果
　競技の結果、以下の団体の受賞が決定し
ました。

審査員からの講評
　審査員からは、　①チェーンソーの持ち方
や基本動作の徹底、②立木の芯の腐れ等の
確認など注意点はあるものの、伐倒の周囲
確認の指差し呼称を大きな声で確認している
など、これまでの大会から比較すると各選手
の伐倒技術と安全意識は確実に高まってい
るとの講評がありました。

きこり選手権を終えて
　今回で 6 回目となりますが、県内の林業
現場で活躍される技術者が一同に会し、単
なる伐採技術の競技の場だけでなく、互い
の技を見せ合いながら切磋琢磨する実践的
な交流の場として充実してきたものと考えら
れます。また、最近は、家族の応援も増え
たことで競技する選手たちの励みになったも
のと思われます。

　最後になりますが、今後、この「きこり選
手権」を更に充実したものへと発展させ、
将来、佐賀県内の伐採技術者が日本代表
者となり、そして世界ナンバーワンとなる日
が来ることを願っています。

▲丸太の表彰台で記念撮影する受賞者

（3）　優勝チーム代表者：岩永　大輔（33歳）
　太良町森林組合（さくら）チーム：
　　　　　　　　　　　　枝払競技出場

岩永氏コメント
・今回の選手権では、競技レベルが高くなっ
た中で優勝が出来てとても嬉しい。また、
仕事の合間に練習に付き合ってくれた同僚
や応援に来てくれた職場や地元応援の皆
さんに感謝している。
・念願の日本伐木チャンピオンシップ大会
出場権を獲得できて嬉しい反面、県代表と
して重圧もあるが佐賀の伐採技術力が高い
ことを全国の皆さんの記憶に残るよう精一
杯頑張りたい。

優　勝　
　太良町森林組合（さくら）チーム　（太良町）
第二位
　ウッド・エコー産業 (A) チーム（佐賀市）
第三位
　武雄杵島森林組合チーム（武雄市）

▲休憩を家族と一緒に過ごす選手
((株)西部林業 田平さん)

佐賀東部流域森林・林業活性化センター事務局
（杵藤農林事務所　林務第一課
　　　　　　　林務担当係長　若宮征喜）
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普及だより

佐賀市林業就業体験合宿

（研修スケジュール表）

（PRポスター）

佐賀市林業就業体験合宿

森林で働く

　佐賀市では国の地域住民生活等緊急支援
交付金（地方創生先行型）を活用し、8 月
と9 月の 2 回、各 2 泊 3 日の行程で林業
就業体験合宿を開催しました。

　第 1 部は、20 歳未満（高校生含む）、
第 2 部は、20 歳以上で募集し、合わせて
19名の参加がありました。
　研修内容は下表のとおりで、未整備林・
整備林・伐採作業・木材工場の見学（青色）、
チェーンソー・刈払機・高性能林業機械の
実習（黄色）、講義等（ピンク）で、森林
施業から木材加工までを 3 日間で学びまし
た。
　林業就業体験合宿では、昨年注目された
映画「Woodjob」を鑑賞し、この映画を通
して「林業で働くこと」は何かを感じとっても
らうことから始まりました。 

　それから、参加者には、実際に山林に入っ
てもらって、「手入れされた山林」と「手入
れされていない山林」を見比べ、「山林に
は手入れが必要なこと」を学習し、森林作

や　ま

や　ま

や　ま や　ま

業の現場を実体験して、「林業の現場で働い
ているプロ」からの生の声を聞き、林業の
難しさやおもしろさを味わってもらいました。
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（グループ討議の様子）

（グループ討議後の発表）

（伐採直後の切り株の見学）

　あいにく第 2 部では天候不良によるスケ
ジュールの変更で、いきなり山林へ入っての
体験実習となりましたが、現場作業のオペ
レーター等のフォローもあり受講生はとまどい
ながらも活き活きと研修を受けてくれました。
　最終日のグループ討議（4 名 ×4 班）で
は各班3日間の体験を振り返り、活発な意見
が飛び交い、充実した体験合宿となりました。

　この体験学習の特徴の一つとして佐賀市
の地域おこし協力隊（富士町地域の林業活
性化）が関わったことが上げられます。富士
大和森林組合（受託者）との 3 者による入
念な打合せが可能となり、アイデアやシミュ
レーションにより、スムーズなスケジュール
管理が出来ました。

○受講生の林業に対する意識の変化
　グループ討議でも出ましたが、当初、林
業といえば 3Ｋの「きつい、汚い、危険」と

ういうイメージだったらしいのですが、この
合宿を通し、機械化され安全対策もしっかり
していることが解かり、「かっこいい・やって
みたい」という認識も加わったようです。
　今回の林業就業体験合宿は、現代の林業
を伝え、林業就業に繋げるのが目的でした。
うれしいことに、合宿参加者の中には林業
を志された人や、「今回の経験を周りの人に
も伝えたい」と言ってくださる人もおり、就業
と啓発両方で一定の成果を出せたと思って
います。

○林業の啓発について
　手入れがなされていない未整備の山林
（暗い人工林）と手入れが行き届き整備され
た山林（明るい人工林）を見せたことで、「違
いがはっきりわかり、間伐等が必要と思った」
との声が多く、林業を理解してもらう方法とし
て効果があることが分かりました。
　当初は、林業の専門的なイベントを泊り
がけで 3 日間も行うことに若干の不安もあり
ましたが、県の方々の協力やアドバイス、富
士大和森林組合及び地域おこし協力隊の知
識と行動力等、地域の方の協力、何より受
講生の明るく活発な姿勢で無事終了すること
ができました。広報の仕方や時期に課題も
あり反省点も多くありましたが、全般的に良
かったので、この経験をもとに次ぎに繋げる
ことができればと考えています。

や　ま

や　ま



　また、第 2 部では、合宿募集者を 20 歳
以上とし初日に懇親会（個人負担）を開催
しましたが、天候不順により2日目の午後に
予定していた高性能林業機械実習を初日に
行ったため、受講生と現場作業のオペレー
タとの間で昼間の作業体験のことで会話が
弾み、懇親会は大いに盛り上りました。特に
懇親会では、受講生に現場の声を聞いても
らいたいと考えていたので結果的に天気が
味方した形になりました。
　また、当日は富士町古湯の利き酒会が開
催されており、宿泊旅館の計らいでそこにも
参加し、地域住民の方とも触れ合うことがで
き夜の合宿も充実したものとなりました。
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（現地森林での伐採研修）

（現地森林での手入れに関する説明）

（受講生集合写真）

○良かったこと
　良かった主なポイントは、①地域おこし協
力隊と一緒に行ったこと、②受講生のことを
第一に考えスケジュールを作成したこと、③
合宿とネーミングしたことがあげられます。

　まず、①の地域おこし協力隊は、佐賀市の
林業に関わっており、行動力、企画力もある
ため、林業関係者のネットワークを通じて知
り合いも増え、受講生集めにも大いに力を
発揮しました。
　②の受講生のことを第一には、当たり前
のことのようですが、最適な状態で体験研
修ができるようその日の天候や受講生の体
調を見て、スケジュールの変更にも柔軟に
対応しました。
　③の「林業就業体験合宿」というネーミ
ングは地域おこし協力隊の提案でしたが、
当初の「林業就業体験研修」より柔らかい
感じで解かり易く、参加し易かったと思われ
ます。

○最後に
　反省すべき点は、第 1 部の宣伝が遅れ、
十分な周知ができなかったことです。その分、
第 2 部では宣伝や声かけを頑張り人が集ま
り助かりました。
　本番では、受講生の中に全体を引っ張っ
てくれる核となる人がいたため明るい雰囲気
で合宿が進み、受講生に助けられたと感謝
しています。
　次年度同じ事業を開催する場合は、今回
参加いただいた方が宣伝マンとなって、い
いイメージで伝えてもらえると思うので、応募
者も増えると思います。その中で、本当に林
業を志す人が増え、佐賀市の林業を活性化
できるように頑張りたいと思います。

（佐賀市森林整備課　野中豊継）
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林試だより

九州森林学会大会・日本木材学会九州支部

はじめに
　第 71 回九州森林学会大会と第 22 回日
本木材学会九州支部大会が、10 月 5～6
日に大分市で初めて共同開催されました。
　九州森林学会大会では九州内の大学、森
林総合研究所九州支所、九州各県の林業
関係研究機関の研究員をはじめ、九州にお
いて森林・林業の研究に携わる様々な人達
が大会に参加し、森林・林業について研究
発表が行われました。また、日本木材学会
九州支部大会も同様に、九州内の大学や、
九州各県の木材関係研究機関及び一般企
業において、木材について研究された成果
を発表・討論する場となっています。
　佐賀県からは、林業試験場の研究開発担
当から、林﨑研究員と蛭子研究員が発表を
行いました。

「クリーク木杭の耐腐朽性等に関する
　調査結果について」
　林﨑研究員の発表は、佐賀平野に広がる
クリークに使用されている、スギ杭木の耐
久性に関するもので、スギ杭木が使用され
始めてから 5 年が経過しており、その腐朽
状況等について調査を行いました。調査の
結果、クリークの水面より露出している部位
について、やや耐久性の低下が見られ始め
ていることが分かりました。

「クロマツ挿し木における切り口の形状が
根系の形成及び床替え後の活着率や生長
に与える影響」
　蛭子研究員の発表は、クロマツの挿し木
技術についてです。挿し木苗の根系が一方
向にしか伸びない偏った形状だと、植栽後
に倒伏しやすくなる問題が生じます。挿し木
の際に左右対称に切り返しをすることで、四
方に発根する割合が高くなることを明らかと
しました。また、床替え時の根系と、その後
の生長との関係性を解明するため、根系の
形状別に苗畑に床替えし、床替え 2 か月後
の生長について経過報告を行いました。現
時点では生長に差が見られませんでしたが、
今後も調査を継続する予定です。

研究発表する林﨑研究員

研究発表する蛭子研究員

（林業試験場研究開発担当　蛭子雄大）

　しかし、水中・土中部分については、耐
久性の低下は見られず、新規杭と同等の状
態にあったため、現時点では付け替え作業
等は不要だと考えられます。今後も、継続し
てスギ杭木の調査を行い、その耐久性等の
変化について明らかにしたいと思います。

　来年度の九州森林学会大会と日本木材学
会九州支部大会は、ともに福岡県で開催さ
れます。
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林業ひろば

九千部山横断線が開通しました

　森林整備推進のため、県が取り組んでい
た森林基幹道「九千部山横断線」が四半世
紀をかけて5月 16日に全線開通しました。
　鳥栖市牛原町の「勝尾大橋」のそばで九
千部山横断線建設促進期成会の主催で行
われた開通式では、会長の橋本康志鳥栖市
長が「健全な森林、環境の維持は空気や水
の循環にも大きなメリットがある。子や孫の
世代のためにも基幹道を活用して森林を

守ってい
きたい。」
と挨拶さ
れテープ
カットが
行われま
した。

　当林道が開通したことにより、基山町から
吉野ヶ里町までの山間地域が林道を通じて
結ばれ、更には当林道を含んだ脊振山系に
整備された5つの基幹的な林道（蛤岳横断
線、金山～脊振線、雷山横断線、浮岳～

　今後、当林道が九千部山周辺の林業地
域と市場を結ぶことにより、森林作業の効率
化と高性能林業機械の導入による生産性の
向上を図り、林業経営のコスト低減を推進
するとともに良質な地域材の生産と安定供給
を目指しています。
　さらに、森林景勝地等を活用した森林レ
クリエーションや森林教育等の総合活用など

により、都
市近郊型
森林地域
としての活
性化が期
待されて
います。

　今回、開通した森林基幹道「九千部山横
断線」は基山町大字園部の「県道基山・
平等寺筑紫野線」を起点とし、福岡県境の
九千部山から石谷山等に連なる稜線の、標
高 200ｍから 400ｍの南側斜面を通り、吉
野ヶ里町大字松隈の「国道 385 号」を結
ぶ総延長 22,408ｍの基幹的な林道で、平
成 2 年度に事業採択を受け、平成 26 年度
までの 25ヶ年の歳月と関係者の努力により
完成しました。 ○事業概要

1　目　的：
　　林業生産及び公益的機能の総合的発揮
　のための基盤整備、地域産業の振興。
2　利用区域内の森林資源：
　森林面積1,582ha、国有林32％、
　民有林68％、人工林77％、天然林23％        
3　幅　員 ： 5.0ｍ
4　総延長 ： 22,408ｍ
5　総事業費 ： 約 88億 5千万円
6　事業期間 ： 平成 2年度～平成 26年度

（東部農林事務所　林務課　
　　　　森林土木担当係長　山口敬貴）

羽金山線）により、脊振山系西端の唐津市
七山から東
端の基山
町までの地
域が相互
に結ばれま
した。　



【木工工作コーナー】
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林業ひろば

2015「よかウッドフェスタ」を開催しました。

　11月1日（日）、佐賀市天神のどん３の森広
場及びアバンセ研修室において、佐賀県と公
益財団法人さが緑の基金の共催により、
2015「よかウッドフェスタ」を開催しました。
　この「よかウッドフェスタ」は、県民のみなさ
んに、木工工作などの木材とのふれあいや森
林づくりの体験活動を通じて、県産木材の良
さやその利用の意義について理解を深めて
いただくため、毎年開催しているもので、今年
度で6回目になります。
　当日は、会場周辺の落葉樹も紅葉が進み
秋の気配が深まる中、午後からは、小雨模様
の天候となりましたが、子どもから大人まで幅
広い年代のお客様で賑わいました。（約
2,500人来場）
　佐賀市大和太鼓保存会による活気のある
和太鼓演奏で幕を開け、屋外ステージにお

いて、佐賀
県緑化功労
者等の各種
表彰が執り
行われまし
た。 

　屋外会場では、木工工作やかんな削り・
シール作りなど県産木材とふれあう体験コー
ナーを開設したほか、県産木材を利用した棟
上げ実演・餅投げ、チェーンソーアート実演、
県産原木しいたけの試食・販売、さがの樹

（苗木）の
プレゼント
など様々な
イベントを
実施しまし
た。

　また、県内各地から参加した緑の少年団に
よる記念の植樹活動も行われました。
　来場者の方 は々、様々なコーナーで、思い思
いに県産木材や緑とふれあいながら、木のぬ
くもりや木の良さを実感されたことと思います。
　今回の参加を契機にして、多くの方々がふ
だんの生活の中でより一層、県産木材の利用
や緑への愛着を深められることを願います。

【チェーンソーアート実演】

【棟上げ実演後に餅投げ】

【どんぐりくん・お猿さん・モクリン】

 

【イベント開催状況】

 

（林業課林産振興担当　藤原吉生）

「2016 年は皆様に素敵な
　　　ご猿がありますように」

えん



（県産原木しいたけの販売促進活動）
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林業ひろば

唐津市の加茂 優さん、全国育樹活動コンクールで林野庁長官賞を受賞

林業ひろば

県産原木しいたけの消費拡大運動を展開しています。

 　このようなことから、研究会では毎年7月7
日の「乾しいたけの日」と10月15日の「きのこ
日」に「県産原木しいたけの消費拡大キャン
ペーン」を実施しています。今年は、両日とも佐
賀市の大型ショッピングモール「ゆめタウンさ
が」で実施しました。キャンペーンには、椎茸
生産者が自ら店頭に立ち、揃いの「原木しいた
け栽培研究会」の法被を着
て、「県産原木しいたけの
おいしさ」をPRしました。
　今年は、「県産原木しい
たけ」を消費者に認知して
もらうために「キャラクター
シール」を椎茸パッケージに貼りました。
　消費者からの反応は上々で、わずか 2 時
間ほどで、用意していた 200 個の県産原木し
いたけが完売しました。

　公益社団法人国土緑化推進機構では、国
土緑化運動の一環として、森林及び樹木の保
護・保育に永年にわたって貢献し、その功績
が顕著であった方を毎年表彰されています。
　このたび、県から推薦していた唐津市七山
の加茂優さんが、個人の部で林野庁長官賞
に入賞されました。
　加茂氏は 40 年以上に亘り森林組合に勤
務され、地域の森林・林業の振興に尽力さ
れるとともに、平成 16 年の台風災害におい
ては、地域の先頭に立って森林災害の早期
復旧に貢献されたことや、七山の小中学校へ
の総合的な学習における講師を努め、地域
の自然や森林・林業の伝導士として青少年教
育にも寄与されました。
　更に、樫原湿原自然再生協議会委員として

　県内の原木しいたけ栽培者が組織する「佐
賀県原木しいたけ栽培研究会」では、県産
原木しいたけの消費拡大キャンペーンを展開
しています。
　県内には、大きく4 つのしいたけ生産地が
あり、各地の農協を通じて県産しいたけが市
場に出荷されていますが、県内の消費者にとっ

ては、県
産しいた
けの認知
度は低い
のが現状
です。

　県産のしいたけの認知度を高めて、県産
の原木しいたけの消費量をアップさせること
が課題となっています。

　この林野庁長官賞は、農林水産大臣賞（1
名）に次ぐ賞で、平成27年10月に岐阜県で皇
太子殿下をお迎えして開催された「第39回全
国育樹祭」の式典において表彰されました。
　これからも地域の指導者として益々御活躍
されることを祈念しています。

（林業課主任専門技術員　中倉博之）
 

（全国育樹祭会場の加茂優さん）

（県産原木しいたけシール）

（林業課専門技術員　淵上武俊） 

樫原湿原の
貴重な植物
の保護活動
に尽力され
たことが受
賞に繋がっ
たと思われ
ます。
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平成27年度　林務関係職員名簿 平成27年4月1日現在

所　　　　属 氏　　名 所　　　　属 氏　　名

※　赤字は異動者

有田　修三
馬場　信貴
永守　直樹
多久島智徳
黒田　憲伸
江島　　淳
松永　卓也
立丸雄一郎
多良　勇太
山口　広幸
白藤　季光
家入　皇仁
宮島　義彰
小山由希子
福井　　遼
石川　和則
吉良　孝広
下野　智昭
横田　晃宏
島中　真人
北川　恭浩
山田　真吾
山本　隆弘
中村　克也
武田　経孝
下田　拓也
神瀬　友秀
藤原　吉生
中倉　博之
淵上　武俊
近藤真奈美
一髙　吉輝
松尾　淳也
石田　秀明
生島　理絵
矢野　博典
宇藤　新祐
鶴田　　学
宮本　隆二
真井　奈月
井野　秀才
山浦　好孝
宇藤　志保
山口　敬貴
池田　浩章
勝山ゆかり
古賀　三博
平川　　昇
夏井雄一朗
小杉　　茂
満行　貢樹

大和　久二
松枝　敬三
中村　和司
西田　由佳
中島　　希
鎌倉　悠輝

小山田順二
黒岩　慶三
山口　光洋
馬場　幸子
森　　真児
山下　　実
前田　俊彦
内山　和彦
橋口　　功
坂梨　貴昭
福田　寿春

藤　　和則
若宮　征喜
川本　真也
田中千佳子
古賀有里子
佐熊昭一郎
引地　繁雄
権藤　健太
峯　　哲郎
川棚　健雄
河口　千慧
桑原　康成

外尾　康昭
島内　　稔
宮﨑　潤二
挽地あい子
前田　由美
林﨑　　泰
蛭子　雄太
小島　三樹
山口　　修
西尾　憲幸

課長
技術監
副課長
計画調整担当

森林管理担当

治山担当

森林保全担当
みどり推進担当

課長
副課長
県営林経営・
総務担当

間伐造林担当

林産振興担当

専門技術員

林務課
　普及担当

　治山担当

　森林管理担当

林務課
　普及担当

　森林土木担当

副所長 (林業 )
林務課
　普及担当

係長
主査
主査
係長
副主査
技師【新採】
係長
主査
技師【新採】
主査
係長
技師

係長
技師
技師
係長
主査
技師
技師
係長
主査
副主査
技師
主任専門技術員
専門技術員
専門技術員
課長
係長
主査
副主査
係長
主査
技師【新採】
主査
主査
課長
係長
主査
係長
副主査
技師

課長
係長
主査
技師

　森林土木担当　

副所長（林業）
林務課
　普及担当

　治山担当

　森林管理担当

林務第一課
　林務担当

林務第二課
　普及担当

　森林土木担当

場長
副場長
　研究開発担当

　普及指導担当

係長
主査
主査
技師
技師
技師

課長
係長
主査
係長
副主査
副主査
技師【新採】
係長
副主査
技師

課長
係長
主査
副主査
技師
課長
係長
主査
係長
主査
技師
主査

係長
特別研究員(育休)
技師（育休）
技師
技師（臨）
技師（臨）
係長
副主査

森
林
整
備
課

林
業
課

佐
賀
中
部
農
林
事
務
所

東
部
農
林
事
務
所

唐
津
農
林
事
務
所

唐
津
農
林
事
務
所

伊
万
里
農
林
事
務
所

杵
藤
農
林
事
務
所

林
業
試
験
場

県
土
づ
く
り
本
部

暮
ら
し

環
境
本
部

鶴田　耕治

小栁憲次郎

山下　史朗

入札・検査センター
入札・検査センター
資格審査担当
建設技術課
技術管理担当

副検査監

技師

主査

副主査 古賀　保匡有明海再生・自然
環境課自然環境担当

地盤沈下対策課
推　進　担　当
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この冊子は、「佐賀の森の木になる紙」を使用しています。

佐賀の木材市況（平成27年４月～11月分）

　林業普及指導員資格試験は、都道府県の職員が林業普及指導員の資格を得るための試験です。平成27年度は、7月下旬
に筆記試験、11月に口述試験等が行われ、次の方が合格しました。今後の活躍が期待されます。
　
【区分：地域森林総合監理】（森林総合監理士登録）
○宇藤　志保（東部農林事務所　林務課　普及担当主査）　○小杉　茂（唐津農林事務所　林務課　普及担当主査）
○馬場　幸子（伊万里農林事務所　林務課　普及担当主査）
【区分：林業一般】
○福井　遼（森林整備課　みどり推進担当　技師）
　
　なお、平成28年度も4月下旬に試験案内が官報に掲載されます。受験資格のある方は、勉強会も開催していきますので、積
極的に受験していただくようお願いします。（専門技術員）

　朝日テクノ株式会社の貞島昭二さんが11月24日、日本
樹木医会から平成27年度の樹木医の認定証が授与され
ました。一次の論文審査を
経て、11月12日～11月
24日の2週間に亘る研修
と履修試験をパスし、樹木
医の資格を得られました。
これからの樹木医として
の活躍を期待します。

　佐賀市で林業就業体験合宿が8月と9月の2回実施さ
れました。森林・林業に関心のある一般県民を対象とし
て、「林業の仕事」を直に体験するイベントを佐賀市が初
めて企画し実施したもので
す。3日間の短い研修でし
たが、受講生の林業に対す
る関心が大いに高まり、新
たに「林業の仕事」を目指
す仲間づくりのネットワー
クの構築ができました。

表紙の紹介

お知らせ
平成27年度林業普及指導員資格試験に合格しました。

平成27年度　樹木医認定　

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 10 月 11 月
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