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※「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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森林は、水資源を育むとともに土砂災害や渇水・

洪水を防ぐなど、安全・安心な県民生活に欠かすこ

とのできない役割を担っています。

しかしながら、県内には荒廃した森林が多く残存

しており、早急な対策が求められています。

このような中、森林環境税は、「森林は県民みんな

の財産」を基本理念とし、恵み豊かな森林を守り育

て、つぎの世代へしっかりと引き継ぎ、県民全体が

森林の持つ恵みを十分に享受できるようにするた

め、平成20年に導入されました。現在７年目を迎え

ており、平成25年度からは、新たに選定した�第２

次環境林�において第２期「さがの森林再生事業」

に取り組んでいますので紹介します。

①荒廃森林再生事業

（県が行う荒廃森林の間伐）

県内で選定した環境林内の、間伐等の森林整備が

行われず荒廃した人工林を対象に、県が森林所有者

に代わって強度の間伐を行っています。

第１期では2,010haの荒廃森林を解消し、平成25

年度には、約315haの間伐を実施しました。うす暗

く木々が込み合っていた林内には光が差し込むよう

になり、上層及び下層木の樹木で生長が促進され、

森林の保全機能の向上が図られています。なお、倒

木や木が流れ出す可能性のある箇所については、そ

の除去を行っています。

②重要森林公有化等支援事業

（市町が行う森林購入や間伐等への支援）

荒廃した森林などを市や町が公有化して管理する

ことを支援するため、森林（土地、立木）の取得に

必要な経費に対して補助をしています。

これまでに235haの公有林化が実施され、重要な

森林の荒廃防止に一定の成果が得られました。また

市町により荒廃森林194haにおいて、間伐や広葉樹

の植栽が行われ、適切な森林管理が進められていま

す。

③荒廃森林拡大防止事業【新規】

（森林所有者等が行う荒廃森林拡大防止への支援）

木の形質が悪い、林道等からの距離が遠いなど、

条件が悪い森林では、森林の整備が進まない現状に

あることから、間伐材の搬出経費を助成することで、

間伐を促進し、森林の荒廃を未然に防いでいます。

この支援により、平成25年度には278ha、約7,000立

方メートルの木材が有効に活用されました。

④県民参加の森林づくり事業

（県民の皆様からの提案公募事業）

身近な地域で荒廃が進んでいる森林を再生するた

め、県民の皆様が自ら企画・立案し取り組まれてい

る森林づくり活動を支援しています。侵入竹の除去

や広葉樹の植栽などの活動には地域の方々が多く参

加され、年々森林づくりの輪が広がっています。

（森林整備課 森林管理担当 永尾早紀）
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は、現地の材料をいかに活用するかが問われていま

すので、森林作業道の掘削で生じた転石、支障木や

根株についても森林作業道を補完する資材としてそ

の活用方法について、洗い越しや丸太組みの施工の

際に細かな留意点を含めて研修しました。

１月19日㈪から１月22日㈭にかけて嬉野県有林に

おいて、佐賀県と一般社団法人フォレストサーベイ

との共催で森林作業道作設オペレーターフォロー

アップ研修を実施しました。フォローアップ研修

は、森林作業道作設オペレーター初級研修修了者ま

たは300時間以上の森林作業道の作設に従事した経

験を有し、基本的な土工技術は習得していますが、さ

らに土工技術を向上させたいとする者を対象として

います。

研修の内容は、

① 段切、段盛の実習

② 現地の地形、土質等に応じて丸太組工、洗い越

し等の応用土工の実習

③ 計画路線の踏査と路線の選定

④ 森林作業道作設に関する意見交換

⑤ 森林作業道の趣旨、基本土工、安全作業のため

の遵守事項

からなり、県内からは、４名の研修生が研修を受講

しました。

研修生は、各々の林業事業体で森林作業道作設に

一線で活躍しているオペレーターです。既に基礎的

なバックホウの操作技能は身に付けていることか

ら、森林作業道の更なる作設技能向上を目的とし、

実践的な技術の実習を中心に研修を実施しました。

丈夫で長持ちする森林作業道を作設するうえで

は、バックホウの確かで丁寧な操作技能が要求され

ます。

現地研修は、森林作業道作設のステップアップを

目指したものですが、バックホウの基本操作、根株

処理の仕方、表土の利用等については、オペレーター

が最低限身に付けておかなければならないこととし

て、座学と現地での実践研修で丁寧な指導がなされ

ました。基本に立ち返って、バックホウの操作方法

を学び直したことは、研修生にとって最も大きな収

穫だったと思います。

森林作業道の作設においては、基本土工として表

土ブロック積み、段切り・段盛り、盛土の転圧の実

習を進めながら、現地の地形や地質に応じて洗い越

しや丸太組みを設けました。森林作業道を作設に

研修の最終日は、前日の夜に雨が降ったことから、

路面の雨水の流れや洗い越しの排水状況の確認を行

いました。意見交換の中で、洗い越しの施工の方法

や丸太組みの施工について改めて学ぶことができて

役に立ったこと、道づくりには、基本に立ち返って

丁寧に施工することが大切であることが感想として

出ていました。

４日間の短い期間の研修でしたが、研修生は、森

林作業道についての技術を確かにするため大きな収

穫を得たように感じました。これからの森林整備の

現場で活躍されますことを期待いたします。

（林業課 専門技術員 淵上武俊）

「丸太組み」の施工の様子

転石を利用した「洗い越し工」の施工の様子
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【ロングリーチグラップル】

立っているのか、使い勝手などいろいろお伺いしま

した。

特に八木木材においては、時に15m3／人・日以上

の生産性があるとのことで、管内の平均３〜４m3／

人・日から考えても非常に高く、どのような作業を

されているのか大変興味がありました。

１日目は、八木木材へ伺い、国有林の請負作業を

されている現場へ案内していただきました。２残１

伐の列状間伐を実施されていて、通常１班３名の体

制で行っているとのことでした。

特にシステムの違いを感じたことは、グラップル

を活用されていることです。現場によって対応は変

わるそうですが、伐倒手、プロセッサ、フォワーダ

の間にそれぞれグラップルを置くことで、プロセッ

サとフォワーダの本来の役割を集中して行わせると

いったものでした。

ロングリーチグラップルは、アームを最大12ｍ伸

ばすことができるそうで、伐倒とプロセッサの間に

置き、林内から作業道脇への集積作業を行っていま

した。その際、通常ならば列ごとに集積し造材作業

を行うところを約100ｍ間隔に林道脇へ集積し、造

材ポイントを設けることで、プロセッサが効率よく

造材作業に集中できるとのことでした。

またフォワーダについては、佐賀県では通常グ

ラップルが搭載されたものを使用するのが一般的で

今回の視察は、遠距離のためテーマを絞った少数

での視察でした。この視察が今後現場での効率の良

い作業システムを構築する上での参考になれば幸い

です。

（唐津農林事務所 林務課 普及担当 馬場幸子）

すが、視察先では搭載されていない機種を使用され

ており、一回に積み込む量をできるだけ多くして効

率を上げるといった手法をとられておりました。

２日目は北但西部森林組合の現場へ案内していた

だきました。こちらではロングリーチグラップルは

土場でトラックへの積込作業をしていました。

作業システムはチェーンソー＋プロセッサ＋フォ

ワーダというこちらでもよく見かけるシステムでの

作業でしたが、集約化の規模の大きさ、森林所有者

ごとの木材仕分け方法の違いなどが生産性の違いで

あるように感じました。また、中間土場を設け、取

引先に直送するシステムを木材市場と構築されてい

ることも参考になりました。

今回の感想としては、ロングリーチグラップルに

ついては、近距離での作業は通常のグラップルの方

が使い勝手が良いなど、長短あるようですが、グラッ

プルを作業工程の中に組込んでみることを試験的に

行ってみても良いのではと思いました。

平成26年10月21日〜23日に唐津・東松

浦地区の林業関係団体や市町等で構成す

る唐津・東松浦林業協会において、兵庫

県宍粟市の「八木木材」、同県美方郡香美

町の「北但西部森林組合」へ、「作業シス

テムの効率化を図る一手法としてのロン

グリーチグラップルの現状について」を

テーマに視察を行いました。

当管内のまつら森林組合も機械化が進

み、作業効率も向上しているのですが、

さらに生産性を向上させるために何が必

要なのか、先進地の事例を参考にしたい

と思い、計画しました。

視察先である八木木材、北但西部森林

組合は、共にロングリーチグラップルを

導入しており、間伐材生産で１人１日当

たり10m3近い生産性があるとのことで、

この機械が生産性向上にどのように役
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旧鹿島農林事務所管内（鹿島市・嬉野市・太良町）

の林業後継者、指導林家、森林組合、市町、農林事

務所で組織する佐賀南部林政協議会では、当協議会

の目的である多良岳材のブランド化及び地域材の需

要拡大の参考となる先駆的な取組を行っている企業

や団体の協力を仰ぎ、毎年、視察研修を実施してい

ます。今年度は、天然乾燥した製材品を出荷してい

る広島県北部国産材加工協同組合を平成26年11月13

日に視察しました。

500㎥で、同敷地内に隣接する県森連三次木材共販

所から原木を低コストで調達し、当地域における製

材品の流通に寄与しています。「人為的ではなく、

ありのままの自然が良い」というこだわりから天然

乾燥が行われており、過去30年の実績を基に製材品

の売れ筋を見極め、天然乾燥した製材品の生産に取

り組まれています。天然乾燥期間は製材品の規格で

異なり、含水率を定期的に計測して乾燥状態を確認

しているそうです。天然乾燥は人工乾燥と比べ保管

場所と時間を要しますが、燃料費や労力を要しない

ためコスト代には反映していないとのことでした。

なお、納期が迫った場合は、顧客の了承を得たうえ

で灯油を燃料とする約10㎥の人工乾燥窯により人工

乾燥することもあるそうです。製材品を工場渡しす

ることによりコスト縮減も図られており、今回の研

修で得られた見聞が、今後の当協議会の活動の中で

有意義に活用されることを期待します。

（杵藤農林事務所 林務第二課 普及担当 権藤健太）

広島県北部国産

材加工協同組合

は、昭和59年に広

島県北部における

間伐小径木の加

工・流通を目的と

県では、昨年11月19日㈬に、県立伊万里農林高等

学校と連携して、森林工学科（林業コース）の２年

生を対象に、林業就業促進体験研修を実施しました

のでご紹介します。

体験研修は、地元の指導林家や林業・木材関連企

業の協力を得て、森林・林業・木材産業等に関する

最新の技術や取組を学び、体験等を通じて、林業・

木材産業に興味をもってもらうことです。

扱量が増えたことや、皆伐後の植林や下刈（５年間）

を所有者に変わって実施していることなど、新しい

動きについて学びました。

そのあと、西九州木材事業協同組合でラミナの製材

工場を見学し、中国木材株式会社伊万里事業所では、

ラミナの天然乾燥から人工乾燥、集成材が作られるま

での過程や、プレカット加工の施工、バイオマス発

「伊万里木材市場・西九州木材事業協同組合」

午前中に「伊万里木材コンビナート」の見学を行

い、午後、指導林家の諸熊雅博さん（唐津市）の「葉

ワサビ栽培」について学びました。

伊万里木材市場では、平成16年までは市売り販売

が100％でしたが、平成17年の中国木材（株）の伊万

里市進出に伴って、市場も隣接地に移転し、集成材

用のラミナ工場への原木供給を開始され、丸太の取

して、地域の製材工場、素材生産業者、森林組合が

出資して設立された協同組合方式の製材工場です。

年間の原木消費量は6,900㎥、製材品生産量は3,

電などについて、勉強しま

した。

午後は、唐津市七山まで

移動し、諸熊雅博さんから、

手入れの行き届いた林内で

「葉ワサビ」の生産につい

て学習しました。諸熊さん

のユーモアあふれる巧みな話題に、興味津々の研修

となりました。

後日、子どもたちから研修の振り返り報告が届き

ました。身近にある最先端の取組みなどに関心が高

まったようです。近い将来、一人でも多くの生徒が、

林業の後継者や関連企業等に就業してくれることを

期待したいと思います。

（林業課 専門技術員 吉良孝広）

「葉わさび栽培について研修」



平成27年３月１日佐賀の林業

6

（中央研修）

この研修は、森林総合監理士（フォレスター）と

なる技術者の育成を目的とした研修で、①中央研修

（４日間・東京都）と②九州ブロック研修（３日間・

熊本県）で構成されています。

①中央研修では、「森林・林業の情勢や政策」「フォ

レスターの心構えや役割」を正しく理解することか

ら始まり、自分自身の課題の整理、課題克服のため

の行動計画等を立てました。フォレスターに対する

期待の大きさに圧倒されましたが、自分にも何かで

きることがあるのではないか、といった前向きな気

持ちになる研修でした。

②九州ブロック研修では、現場での森の評価や林

業専用道の計画を学び、その上で森林資源を循環的

に利用することを目的とした森づくりの構想を立て

る実習を行いました。構想実習では、資源構成や地

理的条件、予算や労働力、製品加工や販路、経済的

効果など様々な視点から検討を行う必要性があるこ

とを学びました。

市町村森林整備計画を策定するためには、このよ

うな地域の現状を十分把握することも大事ですが、

それ以上に地域の森林の「目指すべき姿」を希望を

もって描くことが大事だと感じました。

集材機を操作しています

今回私は、群馬県沼田市の林業機械化センターで

開催された集材架線研修に参加してきました。

架線集材は、ワイヤーロープや滑車、搬器等を使

用して伐採木の集材を行う集材方法です。

私は、間伐現場等で見たことはあったのですが、

実際どういうものなのかほとんど知識がなかったた

め、今回の研修に参加しました。

研修の中では、架線の架設、集材機の運転と木材

の集材、架線の撤去といった一連の作業を体験する

ことができました。架線集材作業を体験した感想は、

「きつい」「難しい」「危険」であるということでした。

「きつい」「難しい」と感じたのは、一つ一つの作

業が重労働である上、いろいろな技術・知識が必要

であり、熟練が必要な作業が多いと感じたからです。

また、「危険」というのは、研修中何度も安全のため

に必要なことを教官から指導を受けましたし、架線

集材をするためには資格が必要であったり数値基準

が決まっていたり、それだけ安全に気をつける必要

要があると感じました。

がある危険な仕事であるからです。こうした、技術

や知識は、安全のためにも現場で確実に伝承する必

今回の研修で、架線技術は安全に気を配らなけれ

ば大変危険であること、また安全かつ効率的な作業

には熟練が必要なため、現場で技術を伝承すること

がとても重要であることを学びました。これから架

線集材技術の普及・指導に少しでも貢献できるよう、

今回学んだことを今後の業務に活かしていきたいと

思います。

（林業課 県営林経営・総務担当 満行貢樹）

（九州ブロック研修：森の評価）

（佐賀中部農林事務所 林務課 普及担当 近藤 真奈美）
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当伊万里管内では、壊れにくい低コスト路網の整

備として、現在の森林作業道作設指針を念頭に、平

成22年12月に県内でいち早くOJT研修に取り組み、

森林作業道の整備を進めてきました。

時を経て、今年度、当管内において森林作業道の

作設状況を直接指導する立場となり、幾度となく現

地に出向いて、線形の決定や作設する際の留意点、

実習等を行いました。

大丈夫だろう。」と感心されていました。

また、軟弱地では現地を確認しながら、湧水処理

のために「素掘り側溝」を設けて導水した方が有効

線形の決定については、プランナーと一緒に２団

地の踏査を行い、間伐施業のシステムの確認、到達

点や土場の確認等を行いながら大まかな線形を決定

して行きました。折り返し地点では、ヘアピンカー

ブの設定方法、施工する際の掘削高さや盛土高さ等

の留意点を説明しました。

実際に施工する段階になると、設計者と施工者の

意思の疎通が大変重要になります。

施工中には、丸太による「洗い越し工」の作り方

も指導しました。指導した事業体は初めてこの工法

を施工したようで、「理にかなっている。これなら

森林作業道の作設指導

であるなどのアドバイスを行いました。

県では、４日間程度の研修を実施していますが、

この期間で実施できる内容は限られています。

いかに効率的で壊れない森林作業道ができるか

は、実際の現場でその土地に合った方法を試行錯誤

しながら出来上がっていくものと考えており、今後

も新たな工法も取り入れながら、作業道作設の指導

を行いたいと思います。

（伊万里農林事務所 林務課 普及担当 山口光洋）

武雄市山内町のムキタケ栽培研究会では、平成20

年からムキタケの実用栽培に取り組んでいます。ム

キタケの実用栽培は、栽培方法が菌床栽培であるこ

とから、設備を伴う殺菌から培養までの過程は、多

久市の菌床しいたけ栽培業者にお願いし、完熟菌床

を山内町内の農家が購入して芽出しから発生までを

担う分業方式で行っています。

ムキタケ栽培の農家の方々は、手持ちの資材を利

訪ねて、ムキタケ栽培に係る温度管理、庇陰調整、

灌水管理、芽出しの方法等について、問題点を出し

あって検討しあいました。また、各々の農家での栽

用して、簡易のビニールハウスを作成し、熱心に栽

培に取り組んでいます。

ムキタケ栽培研究会では、ムキタケの発生時期を

考えた計画的なムキタケ菌床の分配や品質の安定し

たムキタケ栽培技術の定着を図るための研修会を実

施しています。

杵藤農林事務所では、ムキタケ栽培研究会の栽培

研修会に参加し、林業試験場と連携してムキタケ栽

培の技術指導を行っており、１月８日㈭にムキタケ

栽培技術研修会に参加しました。

その際には会員農家同士の栽培ビニールハウスを

培条件の違いが大きく、栽培管理の方法も条件の違

いで大きく変わっていることが問題点として浮かび

上がりました。

ビニールハウスによる簡易栽培技術は、実際に適

用して日が浅いことからまだ技術の定着がうまく図

れていないのが実情ですが、これから安定した栽培

技術の定着普及を目指していきたいと思います。

（杵藤農林事務所 林務第一課 田中千佳子）

ムキタケ栽培技術研修会の様子
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２月３日㈫に学校給食会へ納入するため、唐津市

相知町の選果場に集荷しました。

今年の納入見込の量は0.9ｔであり、秋のしいた

佐賀県原木しいたけ栽培研究会では、「佐賀県学

校給食会」へ佐賀県産原木栽培乾しいたけを納入し

ています。学校給食会への佐賀県産原木乾しいたけ

の納入は、平成15年度から実施しており、年間取扱

量2.5ｔを県内産で賄うことを目標としています。

佐賀県では、平成14年度から県内の原木しいたけ

生産者の栽培技術及び生産意欲の向上を目的とし

て、優良生産者を表彰する「佐賀県しいたけ品評会」

を開催しています。13回目となる平成26年度の品評

会は、平成27年２月22日㈰に唐津うまかもん市場研

修室で開催しました。県内から熟練した技術により

丹精込めて育てられた最高品質の原木しいたけが県

内各地から多数出展され、厳正な審査の結果、以下

のとおり受賞者が決定しました。

唐津市相知町の選果場に「乾しいたけ」納入

「しいたけ品評会」審査の様子

学校給食会用の乾しいたけ

け収穫量の減少の影響を受けていつもの年より集ま

りがよくありませんでした。

研究会では、「安全・安心」な県内産の「原木栽培

乾しいたけ」を県内のすべての小学校の児童の給食

へ提供できるようさらなる取組みを展開していきた

いと意気込んでいました。

（林業課 専門技術員 淵上武俊）

○生しいたけの部

最優秀賞 唐津市相知町 中山 茂廣さん

優 秀 賞 太良町 川副 正人さん

佐賀県原木しいたけ研究会会長賞

神埼市脊振町 高島 敏弘さん

○乾しいたけの部

最優秀賞 唐津市相知町 原 二三夫さん

優 秀 賞 唐津市相知町 中山 茂廣さん

佐賀県原木しいたけ研究会会長賞

太良町 黒池 忍さん

また、品評会終了後には、唐津うまかもん市場の

店頭において、佐賀県原木しいたけ栽培研究会によ

る原木しいたけの「試食会」や「販売会」が行われ

ました。

（林業課 専門技術員 淵上武俊）

生しいたけ（最優秀賞） 乾しいたけ（最優秀賞）
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林業試験場では、選抜したスギ次世代精英樹のコ

ンテナ苗生産に向けた取組みを精力的に行っていま

す。

１．次世代精英樹について

スギの育種においては、近年では従来の柱材だけ

当該研究では、複数の育成容器が一体となったマ

ルチキャビティコンテナ（ＭＣコンテナ）、波形シー

トを筒状に丸めた容器とそれを支えるトレーで構成

するＭスターコンテナ、そして生分解性ポット（ビ

オポット）の３種類の容器により育苗試験を行って

います。これらの中から、当場で選抜したスギ次世

代精英樹を育苗するのに最適なコンテナの種類、ま

た培地や施肥の条件の検討を行っています。現在は

昨年秋にとってきた穂木を育苗箱で育苗中です。平

成27年４月にコンテナへの床替えを予定しています。

でなく集成材用素材などの多様な木材需要に対応で

きる品種が必要とされています。それに加えて、

CO2吸収源や花粉症対策として優れた特性を有する

品種の開発が求められています。

この課題に対して林業試験場では、平成19年度か

らスギ次世代精英樹の選抜に取り組んできました。

次世代精英樹とは、スギ精英樹を母樹として人工交

配を行い、得られた苗木（＝精英樹F1）のなかから、

①初期成長が優れている、②高い強度を示す、③花

粉が少ない、④挿し木が容易、といった４つの条件

をすべて満たした品種のことです。昭和50〜60年代

に県内各地にF1選抜クローン試験林が設定されて

おり、この中から有望なクローンの選抜を行い、平

成26年度までに次世代精英樹候補となる6品種を選

抜しました。

２．コンテナ苗について

平成26年度より、選抜された次世代精英樹候補の

コンテナ苗を育苗する技術の開発を行っています。

コンテナ苗は根と培地が一体化した成型性の高い苗

で、ポット苗で問題視された根巻きが起こらないと

いう構造的特徴を持っています。また、裸苗と比較

して植栽時期が限定されず、いつ植えても活着率が

高いという利点があります。このことは、伐採から

植栽まで一度に行う一貫作業システムに適してお

り、造林経費の低コスト化に有効であると期待され

ます。

左） MCコンテナ 中）Mスターコンテナ

右）スギビオポット苗

育苗中のスギ次世代精英樹

再整備中のスギ採穂園

３．最後に

試験で用いた苗は、平成28年2月に ①県有林での

植栽試験と②林業試験場内で再整備中のスギ採穂園

に植栽する予定です。今後とも佐賀県の低コスト林

業の推進に向けて、次世代精英樹を活用したコンテ

ナ苗の育苗技術開発に努めていきたいと思います。

（林業試験場 研究開発担当 蛭子雄太）



平成27年３月１日佐賀の林業

10

大学・大学院では、伐出作業における最適な作業

システムの検討を研究テーマとし、伐出現場の方と

の対話や現場調査から研究のヒントを見出し、少し

でも林業の経営負担や労働負荷を軽減できないか模

索していました。

卒業後は福岡県内の農林業機械メーカに勤務した

後に、岐阜県内の建設業協会へ転職しました。そこ

で林業分野の経営コンサルタントとして勤め、林業

への新規参入に意欲的な地元建設業者による協同組

合の設立に向けて、関係者間の合意形成や、事業計

画の作成支援などを行いました。

前職まで県外で働いてきましたが、「ゆくゆくは

地元・佐賀県の、林業をはじめとする一次産業のた

めに活躍したい！」という想いもあり、この度佐賀

県庁へ転職しました。

私の主な担当業務を端的に言うと「県民の皆さん

が森林や緑と触れあい、森林づくりに参加するキッ

カケを提供すること」です。具体的には、森林や緑

に関する各種体験教室の開催や、県民主体での森林

づくりの推進を目的としたイベントの開催などで

す。特にイベント開催にあたっては関係者との綿密

な打合せと準備が求められますが、前職のコンサル

タント時代に培った資料作成術が活かされ、また上

司や同僚からの懇切丁寧な指導のおかげで、無事に

開催することができました。

民間経験があるとは言え、県職員として、社会人と

して、まだまだ学ぶことばかりです。佐賀県の森

林・林業の「明日」をしっかり見つめられるよう、

ますます精進していきたいです。

（森林整備課 みどり推進担当 福井遼）

平成26年度新規採用の

福田です。今回私は、西

松浦郡有田町で林業を営

んでおられる今泉誠一郎

さんのもとで５日間研修

を受けてきました。

研修初日、今泉さんの整備された森林をみて思っ

たのは「綺麗」という一言でした。50年生以上のス

ギ・ヒノキの大木が整然と立つ姿には圧倒されるも

のがありました。

今泉さんが整備されている森林は、300本／haに

なるよう間伐を実施されています。樹冠の閉塞具合

などを見て間伐を行うため、通常５年間隔で行う間

伐を３年間隔で行うこともあるそうです。手間は余

計にかかりますが、その分樹形が美しく成長するそ

うです。今泉さんは、今後、前号で特集されていた

「多良岳200年の森」のように長伐期施業を実施し

ていく予定だとおっしゃっていました。

私は荒廃森林再生事業とさが四季彩の森林づくり

整備事業を担当しており、普段目にしているのは整

備の行き届いていない人工林ばかりで、これほど美

しい人工林を見る機会はありませんでした。そのた

め、これまでは人工林を自然林に戻していくべきだ

という考えでした。しかし、今泉さんの森林を見て

お話を聞くうちに、こういった人の手の入った森林

も残していきたいと思うようになりました。

はじめまして。森林整

備課 みどり推進担当の

福井遼と申します。平成

25年度に臨時的任用職員

として同所属で勤めてお

りましたが、今年度から

正式に採用をいただきま

した。

100年を超える長伐期施業を行っているのは県内

で太良町の例が初めてですが、他の地区でも、今泉

さんの森林のように優良な人工林を「200年の森」に

指定することで、自然林とはまた違った美しさのあ

る人の手の入った森を残す事業を行えればいいなと

思います。その時は是非担当者になって頑張りたい

です。

（伊万里農林事務所 林務課 福田寿春）

今泉さんのよく整備された森林
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ここ稲佐の森（旧有明町の稲佐神社周辺の森）は、

平安時代から稲佐神社の鎮守の森として地域の人々

に大切に守られてきました。

「稲佐の森」は佐賀県の天然記念物の樹齢600年に

なる境内の楠木をはじめとして、松、杉、檜の人工

林やその他シイやカシ類といった広葉樹が生い茂っ

た里山で、神社やお寺にお参りする人は、自然石で

イノシシやウサギの獣被害対策として柵やワナを

設置する方法もありますが、経費の都合もあり、木

酢、竹酢の原液を忌避剤として試みに散布してみま

した。また、樟脳やトウガラシ等の忌避植物を燻ら

せてみて試してみようかと考えています。どの程度

効果があるのか面白い試みかと思います。

また、竹枯らしについては、去年から佐賀県林業

試験場に試験地を提供して取り組んでおり、侵入竹

を減らすことに効果がでるよう期待しています。

「稲佐の森を育てる会」の会員は、年々高齢化し

ていますが、いろいろな試みも惜しみなく実践し、

「森の恵みを次世代に」を目的に頑張っています。

（稲佐の森を育てる会 松尾幹也）

稲佐の森に「虹青」を植栽しました。

姿を再び稲佐の森にと、県林業試験場で研究され、

品種登録されたマツノザイセンチュウ抵抗性クロマ

ツ「虹青」を約50本植栽しました。

昨年も稲佐の森の植樹活動を行いましたが、植栽

した苗木がイノシシやウサギの被害に遭い、半数以

上が枯れてしまいました。今年の植樹活動は、去年

の植樹に引き続き、再度の挑戦となりました。

つくられた石段を上り下りする間に、稲佐神

社近傍の鎮守の森を楽しんでいました。

「稲佐の森」は、近年竹林が蔓延り、松は松

くい虫の被害に遭ってほぼ全滅の状態とな

り、かつての地元の人たちが鎮守の森として

大切に守ってきた里山も荒廃してしまいまし

た。そこで何とか稲佐の森を昔の里山に復元

し、次世代に引き継ごうと、平成11年７月に

この目的に賛同する個人・団体で「稲佐の森

を育てる会」を結成しました。

今年で16年目になり、溝上会長はじめ16名

の会員で今もなお活動を継続しています。

主な活動は、サクラ、モミジ、椿などの景

観を主体とした樹木植栽や下草刈りやつる切

りといった植栽樹木の維持管理、竹伐りによ

る竹林の整備や筍堀り、その他しいたけ栽培

や炭焼き等といった子どもたちの野外活動の

指導・場所提供などです。

竹伐りの活動と併せて、石段を飾る竹灯篭を作り、

稲佐神社の例祭では、参詣者の目を楽しませていま

す。

植樹活動では、植栽木の中には花粉の少ないスギ

や松枯れに強いクロマツ、縄文アラカシ、メタセコ

イアなど、在来の樹種ばかりでなく、林業試験場で

試験林として植えられている品種も植えてあり、「稲

佐の森の説明板」も設置して、たくさんの人が来て、

いろんなイベントや森林学習活動に利用できるよう

な森づくりを進めています。

今では神社参拝者をはじめ県内はもとより県外か

らも稲佐の森を訪れる人があり、将来が楽しみです。

今年は、去る２月11日の建国記念の日に力強い松の
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表紙の紹介
森林作業道作設オペレーター研修を森林整備の最前線で作業道の作
設を行っている者やオペレーター基礎研修の修了者を対象として実施
しました。表紙は、研修生が現地でバックホウを操作している様子を
撮ったものです。研修生は、慣れた
手つきでバックホウを操作し、研修
も滞りなくスムーズに進めることが
できました。森林作業道の作設の基
礎を再度研修し直し、丁寧な道づく
りの大切さを実感できた実り多い研
修だったと思います。

区 分 樹 種

規格・寸法

等級

１月 ２月

径(寸法)
ｃｍ

長さ
ｍ

価 格
円／㎥

増 減
（対前月）

価 格
円／㎥

増 減
（対前月）

丸 太

ス ギ

14∼16

3

並 12,100 100 11,000 △1,100

18∼22 〃 12,200 100 11,200 △1,000

24∼28 〃 11,700 0 11,400 △300

30∼ 〃 11,900 △100 11,300 △600

14∼16

4

〃 12,100 100 11,200 △900

18∼22 〃 12,500 300 12,000 △500

24∼28 〃 12,600 △100 12,300 △300

30∼ 〃 12,700 △200 12,200 △500

14∼16

6

〃 16,600 300 16,600 0

18∼22 〃 16,800 100 16,600 △200

24∼28 〃

30∼ 〃

ヒノキ

14∼16

3

〃 11,900 0 10,300 △1,600

18∼22 〃 12,400 △200 11,300 △1,100

24∼28 〃 12,600 800 11,200 △1,400

30∼ 〃 12,600 △1,500 12,400 △200

14∼16

4

〃 19,300 3,900 15,200 △4,100

18∼22 〃 16,300 100 15,900 △400

24∼28 〃 13,800 △2,300 13,500 △300

30∼ 〃 15,500 △3,100 14,600 △900

14∼16

6

〃 14,600 △500 15,900 1,300

18∼22 〃 19,500 △600 20,300 800

24∼28 〃

30∼ 〃

製材品

ス ギ

10.5×10.5
3

特1等 35,000 △3,000 35,000 0

12.0×12.0 〃 35,000 △3,000 35,000 0

10.5×10.5
4

〃 32,500 1,000 32,500 0

12.0×12.0 〃 32,500 1,000 32,500 0

ヒノキ

10.5×10.5
3

〃 42,500 0 42,500 0

12.0×12.0 〃 42,500 0 42,500 0

10.5×10.5
4

〃 45,000 0 42,500 △2,500

12.0×12.0 〃 45,000 0 42,500 △2,500

※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27年１月∼２月分）

平成27年３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。

「佐賀城下ひなまつり」
２月21日㈯から３月22日㈰にかけて佐賀市内では「佐賀城下ひなまつり」が開催さ

れています。ひな祭りは、春の訪れとともに毎年開催されており、鍋島家伝来の雛人

形をはじめ鍋島小紋や手織りの佐賀錦をまとった佐賀ならではの「おひな様」を鑑賞

することができます。「ひな人形」は、鍋島家や明治から大正時代に活躍した実業家

が所蔵していたもので、徴古館をはじめとした歴史建造物の中に古式ゆかしい「ひな

人形」が飾ってあって、佐賀の春の風物誌としてすっかり定着して県内外から多くの

見物客が訪れています。佐賀市内には、江戸時代から明治時代にかけての商家や実

業家の旧邸宅など旧長崎街道沿いに集まっており、「佐賀城下ひなまつり」と併せて

当時の栄華を偲ぶ歴史的な建物を鑑賞することができます。

編集後記
２月に入ってから寒さの厳しい日が続

きましたが、朝の通勤途中に家々の庭に
マンサクや梅の花が咲いている木々を見
かけました。もう春が来ているんだなと
感じました。これから３月に入り、年度
末の仕事の整理と来年度の仕事の準備等
で大変忙しくなりますが気を引き締めて
頑張っていこうと思います。佐賀の林業
の記事に投稿していただいた方につきま
しては、改めて感謝申し上げます。
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