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１．「多良岳200年の森」誕生の背景
林業は植林し、下刈・枝打・間伐等の保育作業、
伐採のサイクルを繰り返すことで森林資源が再生さ
れるとともに、後継者へ技術が伝承されてきました。
しかし、近年の木材価格の低迷から主伐が手控え
られ森林資源が高齢級に移行している状況にありま
すが、高齢級の管理技術は確立されていません。全
国的に見ても100年を超えるような人工林は数少な
く、更に200年を超える森林となると名所や神社・仏
閣の敷地内に確認される程度しか存在しません。
このような中で、多良岳山系は地質や気象条件に
も恵まれており、長伐期人工林の適地と考えられま
す。特に、太良町は「枝打ち100万本運動」や「多良
岳材産地づくり」など、森林所有者をはじめ関係者
の絶え間ない努力によって九州でも屈指の組織的に
管理された人工林となっており、公益的機能を併せ
持つ森林づくりを目指した「多良岳200年の森」を太
良町のシンボルとして設置しました。

２．今後の間伐施業について
目標とする森林の形をヒノキ林分は成立本数100
本/ha（平均胸高直径100㎝）、スギ林分は成立本数
80本/ha（平均胸高直径120㎝）と設定し、目標本数
に到達させるために比較的短い間隔で利用間伐を実
施します。80年生までは概ね6年間隔で実施し、80
年生以降は概ね15年間隔で間伐を実施し、160年生
頃までに目標本数まで間伐を実施する予定です。
選木については、将来残す木を第一候補、第二候
補と決定し、その成長に支障になる木を優先的に伐
採していきます。

（ヒノキ団地内、白ペンキは将来残す木）

３．「多良岳200年の森」の活用について
・県内でも有数な林業地である多良岳山系のＰＲ拠
点とする。
・児童生徒等の森林体験の場や長伐期施業・大径材
生産に関する技術の習得のための演習林とする。
・針葉樹と広葉樹とが混生する複層林に誘導し、森
林の持つ公益的機能を体感展示する場とする。
・間伐により、優良大径材を定期的に出荷し、木材
の良さを広く周知する。
４．概要
場所：佐賀県藤津郡太良町大字糸岐字大野地内外
ヒノキ団地：41.3ha 42～51年生
スギ団地：9.8ha、36～55年生 合計51.1ha
５．「多良岳200年の森」記念式典
平成26年10月17日、太良町糸岐字大野のヒノキ団
地内で関係者約70名が出席し「多良岳200年の森」記
念式典が行われました。岩島町長は「組織的に管理
してきた広大な町有林と豊富な知識と経験を持つ太
良町森林組合の協力のもと、国内に例のない森づく
りに着手しました。多良岳200年の森が太良町のシ
ンボルとなり、訪れる人々の癒しの場となるよう、
観光事業との連携を図るとともに町の財産として重
要な役割を担えるように大いに期待しています。先
人たちが育ててきた森を後世に引き継ぎ、今後も適
正な保全に努めるとともに、太良町の林業が発展す
ることを祈念します。」とあいさつし、関係者により
記念碑の除幕が執り行われました。

（太良町 農林水産課 食場 弘基）
（「多良岳200年の森」記念式典の除幕式）
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い、いかに早く、垂直に段差なく切れるかなど４項
目で競技しました。
第３競技：丸太輪切りリレー競技
丸太輪切りリレー競技は、３名の選手がリレーし、
縦に固定された丸太（径10cm高さ１ｍ）をいかに早
く指定された厚みに正確に切るか２項目で競技しま
した。
審査結果
審査基準の作業安全点や世界選手権に準じた技術
点により集計した結果、以下の団体の受賞が決定し
ました。
優 勝 ウッド・エコー産業チーム（A）（佐賀市）
第二位 武雄杵島森林組合（A）（武雄市）
第三位 株式会社 西部林業チーム（嬉野市）

第２競技：丸太切り競技
丸太切り競技は、斜め横に固定された丸太（径
30cm長さ３ｍの丸棒）の高さ40cm側を１名、70cm
側を１名の計２名で指定された厚み内に下から切り
上げた後、上から切り合わせて円盤状に輪切りを行

平成26年11月22日（土曜日）に、西松浦郡有田町
岳(有田町有林内)、伊万里市山代町楠久（中国木材
㈱社有地内）で、「第５回佐賀県きこり選手権」が開
催されました。
今回は、県内一円の林業事業体から18チーム、54
名（１チームで３名構成）が出場し、日々現場で研
鑽している伐採技術を競い合いました。
なお、この選手権は、伐採技術者の育成・確保と
作業安全性及び技術向上を目的として、県内の林業
現場で伐採作業に従事している技術者を対象に、平
成22年度から開催しています。
開会式・選手宣誓
開会式では、地元林業事業体の伊万里西松浦森林
組合の久重路幸男氏が選手を代表して「日本の約７
割が森林。ここが自分たちの仕事のフィールドとし
て、しっかり守っていきたい。」と力強く宣誓を行い
ました。
なお、今回は各競技の前に安全管理指導専門家の
栗原氏、㈱西部林業の川名氏、太良町森林組合の坂
口氏による実演が行われ、その後、競技へと移りま
した。
第１競技：伐倒競技
伐倒競技は、胸高直径約30cm、樹高約20ｍのヒノ
キを各チームで倒す方向を決め、代表者１名が周囲
の安全確認後、あらかじめ設定した目標物（木杭風
船付き）にできるだけ接近するように伐倒し、その
伐倒木と目標地点の誤差や伐採切り口（受け口、追
い口）の角度、深さなど６項目で競技しました。

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伐倒前の周囲確認、確実な待避の実施
について説明があり、また、待避場所の目印として
チェーンカバーを置いているなど、良い事例も含め
た講評がありました。
きこり選手権を終えて
この「きこり選手権」を通じ、林業に従事する人
たちが林業労働災害の中で最も被災率の高い、伐木
造材の安全作業を再認識し、また林業現場で活躍さ
れる技術者の交流を促進することができました。
今後は選手権自体も「日本伐木大会」の出場選考
を見据えた内容を加えていくなどを行い、更なる発
展をさせていきたいと思っています。
佐賀西部流域森林・林業活性化センター事務局
（唐津農林事務所 林務課 普及担当 小杉茂）
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東部農林事務所 生島副主査の発表

シンポジウム会場の様子

平成26年10月23日～24日に、沖縄県の「ホテルゆ
がふいんおきなわ」において、『平成26年度林業普及
指導員九州ブロックシンポジウム』が開催されまし
た。
今回のシンポジウムでは、「林業普及指導事業に

おける森林総合監理士等の活動の取組」というテー
マのもと、各県から発表が行われました。

○発表内容
当県からは、「県民協働による環境林整備の取組
について」と題して、東部農林事務所管内の鳥栖・
三養基地区に設定された環境林である「河

かわ

内
ち

ダム周
辺林」と「基

き

山
ざん

」での取組を発表しました。
河内ダム周辺林では、地域住民等により構成した
「ワークショップ」を開催し、参加者から出された
提案
・環境教育や自然について学ぶ森にしたい
・森づくりの推進役を作りたい
・荒れた竹林を活用したタケノコ掘りイベントを
計画してはどうか
をもとに取組を進めた結果、河内地区の森林づく
りの推進役として、「河内ダム周辺環境林サポーター
連絡協議会」を設立したほか、竹林オーナー制度を
創設するに至りました。
また、基山では、地元町役場への聞き取り調査や
過去の施業履歴等から情報を収集し、
・林業普及指導員が城戸生産森林組合に指導してき
たサカキ栽培が出荷できるようになってきたこと
・竹林整備や植栽など、森林保全活動を活発に行っ
ているＮＰＯ法人があること
・民間の林業事業体が森林整備活動を行うために働
きかけを行っている地域があること
などがわかり、これらの情報をもとに、城戸生産

森林組合が行うサカキ栽培のコスト分析の基礎とな
る日報作成や生産管理、生産計画の作成を行ったほ
か、ＮＰＯ法人かいろう基山に対する活動支援や林
業事業体が取り組む森林経営計画の策定支援などを
行いました。

発表者と審査員による記念撮影

○感想・まとめ
今回のシンポジウムに参加して、各県とも独自の
視点で様々なフォレスター活動に取り組まれている
ことがわかり、私たちもこれまで以上に広い視野を
持って、フォレスター活動に取り組んでいかなけれ
ばならないと感じたところです。
（東部農林事務所 林務課普及担当 生島理絵）

最後に、今後も地域の方々との活動の輪を広げな
がら、地域の特色を生かした持続的な森林整備を推
進できるように、熱意を持って取り組んでいきたい
という考えを述べて発表を終了しました。
○審査・講評
審査・講評では、林野庁の川島 森林・林業技術者
育成対策官から、各県とも様々な活動に取り組まれ
ており、素晴らしい内容だったということで講評が
あり、厳正な審査が行われた結果、最優秀賞は長崎
県の三

さん

道
どう

主任技師が受賞されました。
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平成26年11月１日（土）、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、2014「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とともに、かけ
がえのない財産である森林・緑を県民みんなの財産
として社会全体で守り育て、未来に引き継いでいく
という意識の醸成を目的として、今年度で５回目に
なります。
会場周辺の落葉樹も紅葉が進み秋の気配が深まる
中、当日は小雨模様のあいにくの天候となりました
が、子供から大人まで幅広い年代のお客さん約2,000
人で賑わいました。
葉隠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。

チェーンソーアートの実演、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。

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、

【葉隠太鼓保存会による和太鼓演奏で幕開け】

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。
来場者の方々は、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。

（林業課 林産振興担当 武田経孝）

【平成26年度佐賀県緑化功労者等の表彰】

【県産木材を利用した木工工作】

【棟上げ実演後に餅投げ】

【県産木材を利用したチェーンソーアート実演】
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【第38回全国育樹祭に出席された今泉さん】

【搬出直前の間伐林分（Ｈ26）】

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、森林や樹木の保護・保育に長年に
わたって貢献し、その功績が顕著であった林業関係者
を全国育樹活動コンクールとして表彰されています。
今泉さんは、昭和45年頃に親から林業経営を任さ
れ、40年以上にわたって林業に携わり、スギやヒノ
キの良質材生産を目指して、枝打ちや間伐に取り組
むとともに、いち早く、森林作業道の整備を進め、
間伐材の搬出を実践されており、作業の効率化と生
産性の向上を図られています。

県立伊万里農林高等学校（森林工学科）の高校生な
どへの指導に貢献されています。

【閉会式では満面の笑みで記念撮影】

【薪割りに挑戦する親子】

平成26年11月９日（日曜日）に、佐賀、福岡、長
崎の３県から176名が参加して、県立21世紀県民の
森で「九州北部三県みんなの森

も

林
り

づくり in SAGA」
を開催しました。
今年は、森林づくり活動を推進するうえで欠かせ
ない「森資源の活用」をテーマに企画しました。午
前中の森林づくり活動では、広葉樹林の除伐、遊歩
道への木材チップ撒き、間伐で生じた元バネ材等の
薪割り、エビネの移植作業を行いました。

と「鏡神社の大スギ」を見学する巨樹めぐり、樹木
の観察会を開催しました。
本イベントは、平成20年５月の九州地方知事会に
て「九州森

も

林
り

の日」（11月第２日曜日）が制定された
ことを契機とし、九州北部三県（佐賀、福岡、長崎）
が共同して開催しています。来年度は長崎県で開催
されますので、奮ってご参加ください。
最後に、本イベントの運営においてご協力いただ
いたスタッフの皆様に厚くお礼申し上げます。

また、午後の体験活動では、木の実や枝葉を用い
たリース・アートクラフト作成、「下合瀬の大カツラ」 （森林整備課 みどり推進担当 福井遼）

このような取組が評価され、平成26年10月に山形
県で開催された「第38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、今泉さんが、100年、200年と後世に
残る森林づくりを実践しながら、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。この度
は、大変おめでとうございました。

（専門技術員 吉良孝広）
また、平成12年度に県指導林家、平成17年度に県
林業普及指導サポーターに認定され、地域の林家や
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激甚地災害の指定
を受けるような災害
においては、森林の
状態で被害の程度が
大きく左右されるこ
とになります。
従って、間伐施業

林地を保護するリター層を作り、壌土の流出防止等、
森林を維持するうえからも必要な枝葉は林地に残す
べきであると考えます。
⑵前の①・②に対応する皆伐方法
皆伐も間伐にしても同じですが、日本の森林に適
した作業を行う事が大切です。伐倒はチェーンソー
で行うので同じですが、全幹集材は行わないので、
事業費はプロセッサーで枝打ちするより増します
が、まず伐採したその場で、チェーンソーで枝を落
とし、幹だけを集材機で土場まで集材し、玉切りだ
けをチェーンソーかプロセッサーで行います。スイ
ングヤーダは集材機のように空中での集材は出来な
いのと、集木範囲が狭いので広い皆伐面積において
は集材機の方が効率がよいです。

２ 間伐施業（利用間伐）について
間伐の目的は残存木の保育であり、樹齢が100年
生になっても、繰り返し必ず行わなければならない
作業です。現状を見ると、これまで森林所有者が自
力によって行われた森林は特に手遅れ林分が多く、
径級と樹高のバランスが崩れていることから、今後
作業をしていくうえに十分注意をして行う必要があ
ると思われます。
しかし、このような林分も含め、森林所有者から
施業管理を受けた森林組合は、高性能林業機械を駆
使し作業の効率化を図る為、高密路網を設置し列状
等による間伐が推進されて、これが一般化している
状況にあるのではないかと思われます。
間伐は必ず行わなければならない作業であり、十
分考慮し作業方法を間違わないよう、私共は努めて
いかなければなりませんが、現在行われている間伐
施業の推進については、森林を健全に造成していく
ために次の問題があると考えられます。
⑴高密作業路と列状間伐の問題点
①森林の公益性の問題
杉・桧が生長し、樹齢的にも利用間伐ができる林
分に森林が形成されると、降雨は樹冠の葉相間で遮
断され、次に雫も含め下層木、また、その下の小低
木・草本階でも遮断された後、また、その下にある
杉・桧の枯枝や枯れた雑草木が積もったリター層が
受け樹幹流と共に暖和され、地下に浸透したり、地
表を流れ河川へ流出して水に対する森林の機能が発
揮され、水資源はもとより洪水による災害防止等に
恩恵を受けています。

【太良町森林組合 村井樹昭 組合長】

においては特に、作業方法を間違えないで健全に森
林を造成していけば最小限度に被害を防ぐことがで
きるものと私共は確信し、当地域の森林造成に取り
組んでいるところですが、他方においては、今、労
働力不足に加え材価が安く、林業経営が成り立たな
いということから、大型高性能林業機械を導入し生
産コスト削減に向けた施業を行う林業へと移行して
います。
その中でも、高密路網を設置し林業機械だけに頼
りすぎる片寄った施業が一般化している現状が見受
けられます。高性能林業機械には業務を行ううえ
で、必要で無くてはなりません。同時にこの機械を
使用するためには、林道・作業道も必要です。
しかし、経費削減だけを優先した施業を行えば、
今まで育ててきた森林が小さな災害にも耐えきれ
ず、逆に災害を増長させる結果になり、何の目的で
森林組合が森林所有者に代わり森林を造成している
のか、私共森林組合は今一度考える必要があるので
はないかと思います。

高性能林業機械を使用した施業の問題点とその対応
について
１ 全幹集材による皆伐施業の問題点
⑴伐倒はチェーンソー、集材は集材機又はスイン
グヤーダ、玉切はプロセッサーを使用した作業

①この方法は、プロセッサーを使用する事から、ど
うしても経費を削減するため枝葉を付けたまま全幹
で土場まで集材し、その土場で枝葉を落とし玉切を
行う作業になります。したがって、空中運搬でなく
地面を擦らせて集材することから、地表が削られ豪
雨の時は表層までが一度に河川へ流され森林の機能
を失わせる危険性があります。
②スギ40年生の立木で枝葉の重量が生でhaあたり
約40ｔあると言われています。これを全幹で土場に
収集し、枯葉を落とすことで林地には枝葉は残しま
せん。（枝葉は大事な森林の肥料です）

森林施業が機械化へ移行
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【林地を傷めないラジキャリーによる集材】

そこで、林内に密度の高い作業道を設置したり、
列状を含めた強度な間伐を行うとしたら、その分の
遮断機能が失われるとともに、リター層まで崩れ、
降雨を直接地表が受けることになり、地下への浸透
量も減り、特に作業道を設置する際に、いくら雨水
を分散できるようにしても、必ず水は下の低い方に
しか流れないのです。
したがって、高密路網は日本の森林の地形からし
て同じ斜面を折り返し作ることが多く、どうしても
水は集まり流出することは間違いない事から、森林
の崩壊や洪水等を発生させる恐れがあり、経費削減
を重視し、間伐木を双方に伐倒すればプロセッサー
だけで処理できるような度の過ぎた路網の設置は大
変危険であると考えます。
②健全な森林の育成についての問題
今、杉・桧の林分が形成されているのは、樹齢的
からみても、林内は集団安定型で管理されているの
が大部分です。
従って、この安定性により台風等の災害に対して
は、林内全体の杉・桧の立木が一つの個体となって
持ち耐え対応しているのが現状です。
そのようなことから、度を過ぎた高密路網の開設
に要する支障木も含めた強度な間伐や、列状間伐を
行えばその隙間から風が入り、これまで集団安定型
で保たれてきた林分が1本1本に分断され、台風の被
害を増長させる恐れがあります。

⑵災害に強い健全な森林を造成する間伐施業
今、森林所有者が皆伐を行わないことから、植林
面積も少なく間伐施業が主になっていますが、この
間伐施業は経済性が高く、また、公益的にも強い森
林を造成するため、杉・桧の主林木の残存木を保育
していくことを目的に行う作業であることです。私
どもは、このことを念頭に置いて間伐事業に取り組
む事が大事であると考えます。
このようなことから前記②対応する施業方法とし
て、間伐を行う森林の立木の健全性を見て、次に、
伐期も含めた地位（土壌関係等）から、この林地で
生産できる目標を定めたうえで、今、何本立木が残
存しているので今回はどれ位間伐し、次回は何年後
にどれ位間伐するという目安を立て残存木の樹冠の
一番下の枝葉が次に間伐するまで枯れない程度で間
伐を繰り返し行います。

従って、最初から何％間伐することは決められま
せん。その結果は付いてくるものです。
このようにして行えば、健全な森林も手遅れして
いる森林も間伐する期間や間伐する本数も種々その
都度決められることになります。
この方法は、列状間伐や定量間伐ではできないの
で、定性間伐となります。
また、作業道の設置についても、地形や土壌、水
の配分等充分検討し、必要最小限度で森林を崩さな
い強い作業道を作る事が大切です。
作業道から離れた林内の材はラジキャリー等の架
線等で搬出することになりますが、１架線張の設置
で、架線の両方で40m以上（片方20m）集材すること
ができるとともに、架線に要する支障木の伐採幅も
作業道の開設と違い、直線でもあり広く伐採する必
要も無いことと、全幹集材でないため、林内で枝払
いし、３～４ｍの短木に切玉し、空中で集材するこ
とから、造林木に傷をつけず林内の保全は基より、
災害に強い健全な森林の造成を図ることができるも
のと思われます。
このようなことから、当太良町森林組合において
は、この施業方法を基本にし、将来に向けた森林を
崩さない健全な森林を造成することによって森林所
有者の信頼を得て安定した組合の事業運営を図って
いくこととします。

（太良町森林組合長 村井 樹昭）
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揚げて椎茸南蛮にするなど食材に合わせた工夫をし
ていらっしゃるそうです。

平成26年11月28日、佐賀市婦人林業研究会主催の
もと、椎茸料理試食会が佐賀市富士町フォレスタふ
じにて開催されました。この試食会は初めての試み
だそうです。

・椎茸饅頭（左）

当日のメニューは五目御飯、ムキタケのお吸い物、
椎茸南蛮、天ぷら、筍とキクラゲの中華炒め、椎茸
の肉詰め、焼き椎茸と銀杏のおろし和え、椎茸饅頭
等でした。
どの料理も優しい味でとても美味しかったです。

２．食材の特徴を活かした調理方法
佐賀市婦人林業研究会の西会長にお話しを伺った
ところ、調理をされる際は、食材の特徴を生かした
調理方法をしておられるとのことです。
例えば丸くて厚みがある椎茸はそのままの形を活
かして肉詰めにする一方、かさが開きすぎて薄く
なってしまったシイタケは４等分に切り、からりと

その工夫があったからでしょうか、おかわりを頼
む方が続出でした。かく言う私も五目御飯、焼き椎
茸と銀杏のおろし和えをおかわりさせていただきま
した。
料理がとてもおいしいという参加者からの好評の
声はもちろんの事、話題は椎茸原木栽培の事、野草
の事、料理の調理方法に至るまで始終会場は話題が
絶えませんでした。

３．おわりに
佐賀市婦人林業研究会の会員の皆様には、とても
おいしい料理を振る舞って頂いただけではなく、こ
のような新しい企画を立てて頂いたことや事前の準
備など本当に頭が下がる思いです。
研究会の今後の益々の発展を祈念いたしますとと
もに、私も研究開発担当として、より一層業務に励
んで参りたいと思います。
美味しい椎茸料理ご馳走様でした。

（林業試験場 研究開発担当 小島三樹）

１．色とりどりのメニュー
当日は、会場に着くのが早すぎて、並べられた料
理を前にしばらくお預けの状態となってしまいまし
た。その間料理をじっくりと眺めていたのですが、
見れば見るほど「なんてきれいな料理なんだろう！」
と思いました。写真をご覧になると分かるように、
もみじの葉一枚、山茶花の花びら一片を料理に添え
ると食事が華やいで見えます。食事に彩を添えるの
はこんなにも大事なのかと驚きました。

試食会の料理

・ムキタケのお吸い物

椎茸南蛮（左）椎茸肉詰め（中央）筍とキクラゲの中華炒め（右）

・サツマイモ饅頭（右）

・ヤマカンギクの天ぷら

（写真右端）
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植生調査（樹齢1000年を越えるカツラ）

はじめに
平成26年11月10日（月）から14日（金）にかけて、
研修として佐賀市三瀬村の栗原大次郎氏のお宅にお
世話になりました。栗原氏は東部林業株式会社の代
表取締役でもありながら、ご自宅の畑にてシイタケ、
柚子などを栽培されているほか、８haの山林を保有
されている農林家です。
研修内容
［森林測量］
佐賀市の大地市有林にてコンパス測量とGPS測量
を行い、東部林業本社にてデータを解析しました。
現場では目立たない隠れたミスが、数値化されるこ
とによりはっきりと表れました。
［チェーンソー伐倒作業］
唐津市の間伐事業箇所にて、25年生程度のヒノキ
を５～６本伐倒しました。徹底した安全確認を行う
ことで、身が引き締まり、緊張感を持って作業に臨
むことができました。
［間伐事業箇所見学］
同じ現場にて、伐倒・枝払い・玉切り・集材・作
業道開設状況をそれぞれ見学し、間伐事業にかかる
作業の流れを今一度確認することができました。

研修を終えて
改めて林業の基本的なことについて学ぶことがで
きました。また、現場に足を踏み入れることで新た
に発見できたこともありました。この経験を活かし
て日々精進していきます。
おわりに

５日間に渡り研修の指導をしてくださった栗原氏
とそのご家族の皆様に、この場をお借りしてお礼申
し上げます。

平成26年度の新採職員とし
て、10月後半頃、農家研修で、
唐津市相知町のしいたけ生産
者 中山茂廣さんに5日間お
世話になりました。
中山さんのしいたけ栽培
は、原木の調達からほだ場の
整備、収穫後の乾燥設備まで、安定した運営をされ
ておられます。
私はこの農家研修を終えて、得難い経験をさせて
もらったと感じました。研修が始まる前は、しいた
け栽培について何も知らないうえに、深く考えるこ
ともなかったのですが、中山さんから手に取って作
業のひとつひとつを教えていただき、より深く学ぶ
ことができたと思います。
中山さんには、訳が分からずいろんな質問をして
ご迷惑をかけましたが、丁寧にやさしく納得するま
で答えていただき、しいたけづくりの楽しさを経験

した本当にあっという間の5日間でした。
中山さんのしいたけ栽培は、自分でできる範囲を
見極めて、やれると思ったら工夫を重ねて事業拡大
に挑戦していく前向きな経営です。5日間お世話に
なって、技術的な話だけでなくいろんな興味深い話
をしていただきました。しいたけ生産の実際の経営
を身をもって知ることができました。ありがとうご
ざいました。
この研修を活かして、県職員としてこれから頑
張っていこうと思います。
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「林業女子会＠さが」が11月19日に発足しました。
「林業女子会＠さが」は、佐賀市富士町を本拠地に
おいて、森林・林業に興味を持つ「林業女子」たち
が「楽しく・気軽に・育む」をモットーに男性社会
というイメージが強く一般の方になじみづらい林業
という分野に新たな風を吹き込み、盛り上げていく
ことを目的として発足しました。
今まで林業や森林に興味のなかった人や普段森林
に触れる機会のない人にも森の資源を利用した活動
や竹林整備作業、間伐作業などの体験を通して林業
のことや森林のことを少しずつでも知ってもらえる
ようなきっかけづくりを進めていく予定です。
メンバーは、現在20代から30代を中心に８人です。
毎月第１木曜日と第３月曜日の月２回の定例会を開
いて、今後の活動、森林・林業についての勉強やメ
ンバーの森に対する思いなどを話し合っています。
12月19日（金）には、佐賀市富士町の「21世紀県民
の森 木工芸センター」にて、第１回目のイベント「森
の資源を楽しくおいしく活用しよう！木のバーム
クーヘンづくり」を開催しました。メンバーは、こ
のイベントで初めての薪割りに挑みました。はじめ
は、持ったことのない斧でどうやったら薪を割るこ
とができるのか戸惑っている様でしたが、市役所や
森林組合の皆さんの指導で薪割りのコツを覚えて、
慣れない手つきで薪割りにがんばっていました。
そして、自分たちで割った薪と切った竹を用意し
て、「木のバームクーヘン」づくりをしました。活動
の様子は、「林業女子会＠さが」のブログに随時書き

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26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）
○山口 光洋
（伊万里農林事務所 林務課 普及担当係長）
○小山田 順二
（林業課 副課長）
○北川 恭浩
（林業課 間伐造林担当係長）

○吉良 孝広
（林業課 主任専門技術員）
【区分：林業一般】
○井野 秀才
（佐賀中部農林事務所 林務課 治山担当係長）
○満行 貢樹
（林業課 県営林経営・総務担当 技師）
○山本 隆弘
（林業課 間伐造林担当 技師）
なお、平成27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、勉強会を開催
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）

込みがしてあり、メンバーの思いが綴られています。
「林業女子会＠さが」は、現在メンバーを募集し
ており、メンバーの皆さんは、「森が好きな気持ちが
あれば誰でも気軽に参加してほしい」、「楽しいこと
ばかりが林業のすべてではないけれど、良い面もた
くさんあることを自分たちが楽しんでいる姿を通し
て少しでも伝えていけたら」と意気込みを語ってい
ました。 （林業課 専門技術員 淵上武俊）

林業女子会の最初のイベントでバームクーヘンを焼いてみました

薪割りに初めて挑戦しました
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表紙の紹介
12月19日、「林業女子会＠さが」の最初のイベン
トが行われました。メンバーは、和気あいあいに楽
しくバームクーヘンづくりや丸太ストーブづくり、
薪割りに挑みました。「林
業女子会＠さが」は、メン
バーを募集中です。ブロ
グに連絡先や活動情報が
載っていますので、関心が
ある方は是非活動に参加
してみてはどうですか。

区 分 樹 種
規格・寸法

等級
10月 11月 12月

径(寸法)
ｃｍ

長さ
ｍ

価 格
円／㎥

増 減
（対前月）

価 格
円／㎥

増 減
（対前月）

価 格
円／㎥

増 減
（対前月）

丸 太

ス ギ

14～16

3

並 11,900 1,000 12,100 200 12,000 △100
18～22 〃 12,100 500 12,200 100 12,100 △100
24～28 〃 12,000 300 11,800 △200 11,700 △100
30～ 〃 11,800 400 12,000 200 12,000 0
14～16

4

〃 11,900 300 12,000 100 12,000 0
18～22 〃 12,300 △200 12,300 0 12,200 △100
24～28 〃 12,900 △100 12,600 △300 12,700 100
30～ 〃 12,600 200 12,900 300 12,900 0
14～16

6

〃 15,200 300 14,600 △600 16,300 1,700
18～22 〃 15,900 500 16,000 100 16,700 700
24～28 〃 0 0 0
30～ 〃 0 0 0

ヒノキ

14～16

3

〃 11,900 800 11,800 △100 11,900 100
18～22 〃 12,600 300 12,500 △100 12,600 100
24～28 〃 12,300 800 12,200 △100 11,800 △400
30～ 〃 13,500 0 14,100 600 14,100 0
14～16

4

〃 16,300 500 15,800 △500 15,400 △400
18～22 〃 16,000 300 16,400 400 16,200 △200
24～28 〃 14,000 300 15,800 1,800 16,100 300
30～ 〃 13,100 △2,300 18,000 4,900 18,600 600
14～16

6

〃 14,000 △100 15,100 1,100 15,100 0
18～22 〃 17,800 △1,600 20,100 2,300 20,100 0
24～28 〃
30～ 〃

製材品

ス ギ

10.5×10.5 3 特1等 38,000 0 38,000 0 38,000 0
12.0×12.0 〃 38,000 0 38,000 0 38,000 0
10.5×10.5 4 〃 31,500 1,500 31,500 0 31,500 0
12.0×12.0 〃 31,500 1,500 31,500 0 31,500 0

ヒノキ

10.5×10.5 3 〃 42,500 0 42,500 0 42,500 0
12.0×12.0 〃 42,500 0 42,500 0 42,500 0
10.5×10.5 4 〃 45,000 0 45,000 0 45,000 0
12.0×12.0 〃 45,000 0 45,000 0 45,000 0

※スギ・ヒノキ丸太：佐賀木材（株）、（協）唐津木材市場、（株）伊万里木材市場、佐賀県森林組合連合会共販所の平均価格
スギ・ヒノキ製材品：（株）伊万里木材市場

佐賀の木材市況（平成26年10月～12月分）

平成27年１月１日発行 編集・発行●〒840-8570 佐賀市城内１丁目１番59号 佐賀県林業課・佐賀県林業改良普及協会
この冊子は、「佐賀の森の木になる紙」を使用しています。

林業女子会の輪が全国に広がっています。
林業女子会は、2010年に初めて京都で発足した「林業女子会＠京都」を皮切りに、

＠マーク以降に活動地域の地名を「＠さが」、「＠東京」などと付け全国に次々と発足
されています。2014年には、全国で活動する林業女子会が全15団体となりました。
林業女子会は、林業に関心を持つ女子や森林が大好きな女子が集まって構成されて
います。活動内容は団体ごとに様々で、フリーペーパーの発行、ブログなどを活用し
た情報発信やイベントの開催、交流会など自由な発想で森林・林業の活性化を図る活
動として新たに注目されています。
佐賀県を拠点としている「林業女子会＠さが」は2014年11月に発足され、「楽しく、

気軽に、育む」をモットーに林業・森林への関心の間口を広げる活動を行っています。
ブログ http://blog.goo.ne.jp/fgsaga2014
Facebook https://www.facebook.com/fgsaga2014/

編集後記
佐賀市内を歩いていると、時々木造の歴史的建造物に出

くわすことがあります。佐賀市は、各役所や国の出先機関な
どが集まっていますが、長屋門
などいくつかの古民家も見ら
れ、落ち着いた町並みを見せて
います。佐賀市八幡小路にあ
る長屋門は、江戸時代高級武士
たちの武家屋敷の表門として
利用され、現在も当時の姿をそ
のまま残しています。（T.F）

富士町のＣａｆｅ山秀朗での定例会の様子

佐賀市八幡小路の長屋門


