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平成28年3月1日発行　　　　　　　●第６４９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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「林業架線作業主任者養成研修」

（研修報告）



間伐・森林経営計画地区説明会（基山町）

2

佐賀の林業 平成28年3月1日

普及だより

普及指導活動の計画と実践　（東部農林事務所）

　当管内では、これまで補助事業や森林環
境税事業を活用しながら、森林整備を進めて
きたところですが、林業従事者の高齢化や後
継者の不足等により、森林の手入れがまだま
だ足りない状況です。
　また、森林所有者の所有規模が小さく、木
材生産だけでは安定的な収入の確保が難し
いことも森林整備の意欲低下に繋がっている
要因となっています。
　このようなことから、当事務所では、下記
の内容に取り組みました。

　森林所有者の世代交代により、多くの森林
は森林施業に従事したことがない世代へと引
き継がれつつあり、所有林の状況を把握して
いない森林所有者が増加傾向にあります。こ
のため、まずは森林に対する興味を持っても
らい、森林整備の重要性を知ってもらう必要
があるため、市町、森林組合、民間事業体
と連携して、森林所有者を対象とした地区説
明会や森林経営計画の策定にかかる打合せ
会議を開催しました。

１　現状と課題
　城戸生産森林組合（基山町）が取り組んで
いるサカキ栽培の生産性の向上を図るため、
先進地視察や生産計画に対する生産実績の
確認等の打合せを行いました。

(２)生産森林組合の支援と特用林産物の振興

(３)ＣＳＯと協働による森林整備活動の推進

２　取組の状況

３　終わりに

(１)搬出間伐の推進

サカキ栽培地の先進地視察（宮崎県）

紙芝居による森林の役割の説明（鳥栖市）

　地域における森林整備活動の推進を図る
ため、河内ダム周辺環境林サポーター連絡協
議会との協働により、河内ダム周辺環境林に
おいて、一般参加者やＮＰＯ法人市村自然塾
九州の子どもたちの参加による下刈体験会を
開催し、森林整備に対する理解を深めてもら
いました。

　当管内では、平成２８年２月に関係者の協
力のもと、念願であった「佐賀東部地区林政協
議会」を設立しました。
　これまで以上に関係者間の連携を強化し、
課題を解決しながら、地域の森林・林業の振
興が図れるように、普及指導に取り組んでいき
たいと考えています。
（東部農林事務所　林務課
　　　　　　普及担当係長　山浦　好孝）

(１)搬出間伐の推進
(２)生産森林組合の支援と特用林産物
　　の振興
(３)ＣＳＯと協働による森林整備活動
　　の推進
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佐賀の林業平成28年3月1日

普及だより

林業普及指導活動の計画と実践（伊万里農林事務所）

　当農林事務所管内では以下のような普及活
動計画を掲げ、活動を行っています。

　ある時にはプランナーと一緒に地域に出向
き、森林経営計画の策定、搬出間伐の必要
性や森林所有者へ還元できた事例等を交え
ながら集約化を推進しました。
　その結果、数十ヘクタールの団地化に向
けた合意形成が図られました。

２　サカキの生産指導
　他の管内で成功事例があることから、比較
的短期間で、また軽作業とも考えられるサカ
キによる副収入を得ることが出来ないかと考
え、当管内でもサカキ栽培の普及活動を行っ
ています。
　伊万里市生産森林組合連絡協議会の場で
もこの取組みを勧めたところです。
　技術指導までには至っていませんが、今後
発展させていきたいと考えています。

３　森林組合の経営改善指導
　森林組合の理事会後に農林事務所の上層
部も一緒に組合へ出向き、今後の方向性や
搬出間伐をどのように進めていくのか意見交
換を行いました。
　また、一つひとつの現場が終了した時点で、
各現場の収支を出し、良かった点や改善す
べき点をプランナーから現場の技術職員へ伝
える取組みも始められており、こういった取組
みが今後の経営に活かされていくものと考え
ています。
　今後も、森林所有者に喜ばれるような普及
活動を行っていきたいと考えています。
　　　　（伊万里農林事務所　林務課
　　　　　　普及担当係長　山口　光洋）

　また、市町や森林組合、素材生産も行って
いる㈱伊万里木材市場を集めて、森林経営
計画の今後のビジョン、集約化の進め方、そ
して、市町有林や分収林での計画策定や搬
出間伐の推進を行いました。

１　搬出間伐の推進
　当管内には伊万里木材コンビナートが形成
され、十分な出荷先があります。にもかかわ
らず、搬出間伐がなかなか進んでいません。
理由としては、造林事業について森林所有者
への周知が不十分であること。１つの間伐団
地が終わるころに、次の団地の交渉を始める
ため事業が途切れるなど、計画的とは言えな
いこと。見積もりをするプランナーが少ない。
搬出間伐を行う、いわゆる林産班が少ないな
ど、いろんなことがあるようです。
　そのため、大規模所有者や既施業地など
の比較的取り組みやすい箇所での集約化を
プランナーに勧めたり、森林経営計画の策定
を市町や林業事業体に指導したり、プラン
ナーと一緒に森林作業道の線形の決定をす
るなどの指導・支援を繰り返し行っています。



説明会状況〔武雄朝日地区〕

【研究会総会状況】
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佐賀の林業 平成28年3月1日

　○ムキタケ栽培
　ムキタケ栽培は、武雄市山内町の生産者
１０名が黒髪の里きのこ研究部会を設立し、
平成２０年度からビニールハウスで栽培した
ことが始まりです。
　ムキタケの機能性は、佐賀大学で研究さ
れ、生活習慣病である糖尿病や脂肪肝の改
善に効果があると期待されます。

○キクラゲ栽培
　当研究部会では、平成２４年度からアラゲ
キクラゲの栽培にも取り組んでいます。
　秋から春に収穫するムキタケとは違って夏
場（室温２５度以下）に収穫可能なキクラゲ
による栽培を行っており、年間を通して収益
を上げることを目標とされています。

普及だより

林業普及指導活動の計画と実践（杵藤（旧武雄）農林事務所）

　当農林事務所では、地域の森林・林業の
現状等を勘案し、次の２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。

　小規模で分散した森林所有者を取りまとめ
るため、森林経営計画の策定を進め、その
計画の着実な実行に必要な路網整備等を支
援し、搬出間伐に向けた集約化施業の推進
指導を行っています。
　また、治山や林道事業の担当者と連携し、
工事関係者へ間伐等の森林整備の必要性に
ついて普及啓発を行っています。

　今後、ムキタケやアラゲキクラゲについて
は、林業試験場等の研究機関と連携しながら、
生産量を増加し所得向上に繋がるよう普及活
動を展開していきたいと思います。
　佐賀の林業をお読みの皆さんも是非、ムキ
タケやアラゲキクラゲの消費拡大に御協力を
お願いします。

【ムキタケ発生状況】

【生産者に栽培状況を聞き取りする普及指導員等】

○意欲的な林業事業体が進める集約化施
業の指導等

○研究機関と連携したムキタケやキクラ
ゲ栽培技術講習会の実施・支援等

搬出間伐に向けた集約化施業の推進

特用林産物の生産振興

1　搬出間伐に向けた集約化施業の推進

2　特用林産物の生産振興

（杵藤農林事務所　林務第一課　
　　　　　　　林務担当係長　若宮　征喜）



木材流通・販売（吉弘製材所での講義）
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佐賀の林業平成28年3月1日

普及だより

林業教室（木材加工技術コース）を開催しました。

　受講生の感想では、製材所がよく整理され
ていること、入荷されている原木の径、長さ、品
質が揃っていること、徹底した品質管理がなさ
れていることに感銘を受けたといったものが
多くありました。

　今回の木材加工技術コースは、川中を対象
とした初めての試みでしたが、受講生からの反
響も高く、来年度もメニューを充実させて実施
していきたいと考えています。

　　　（林業課　専門技術員　淵上　武俊）

佐賀県では、製材業・木材産業への参入者
を対象として木材加工技術の習得を目的と
する林業教室（木材加工技術コース）を開催
しました。
林業教室は、佐賀県木材青壮年会から県
内の製材所が銘々行っている製材技術を基
本から学び直す取組みができないかとの要
望がきっかけとなり今年度から始めたもので
す。
林業教室では、県内の木材関係・製材所か

ら１５名の受講生が受講し、以下の内容で１
１月から１２月にかけて３日間の日程で実施
しました。

　（林業教室実施内容）
・木材加工に関する基礎知識
・木材加工の実習
・木材流通・販売等の基礎知識

林業教室では、それぞれの講座で製材業
に係る重要な視点や考えが講義されました。
第１日目の木材加工に関する基礎知識で

は、多久市の産業技術学院で製材加工にお
ける安全な作業について講義がありました。
製材に関わる基本的な考えとして「使用する
ときに感じる品質」がものづくりにおいて重視
されていることです。そのためには、安全性の
高い製品を作る事に有り、職場における安全
性の確保をいかに高め、誰が見ても分かりや
すい「作業工程」になっているか、作業員の動
線の明確化や標識の設置等、様々な労働環
境の改善活動を通じて品質向上を目指すこ
とが重要であることを学びました。

第２日目の製材加工実習では、注文住宅
を積極的に販売しながら、家１棟毎に製材し
ている鹿島市の松尾製材所で役物の製材に
ついて実習しました。
実習では、求める製材品から原木をいか
に買い付けることが重要なのかを視点に、長

押の製材を実際に行って、買い付けた素材か
ら製品の生産見積と収支計算を学習しまし
た。また、少しずつ鋸を通して節の出方を見立
てながら長押を製材する実演には、受講生か
ら多くの質問が出て、役物を製材する技術へ
の関心の高さを感じました。

第３日目の木材流通・販売の基礎知識は、
福岡県の吉弘製材所の現地視察を行いまし
た。受講生が製材所内で実際に見た感想メ
モを広用紙に貼り出し分類整理して考えさせ
るＫＪ法（問題解決の技法）により講義がなさ
れ、製材所における製品管理、製造過程にお
ける品質管理の手法、原木集荷における考え
方、製材機械の導入の考え方、機械の配置等
について、講師と議論をし、活発な意見交換
がなされました。
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佐賀の林業 平成28年3月1日

普及だより

　佐賀県では、平成19年度から県産木材利
用推進プロジェクトに取り組んでいます。当プ
ロジェクトは、木材の生産拡大チームと需要拡
大チームに分かれ、木材の生産から流通・加
工、消費に至る一貫した取組を展開していま
す。生産拡大チームは、主に高性能林業機械
を活用した木材生産コストの縮減をテーマに
活動しており、平成27年度は新たな取組みとし
て、県内の森林組合等の林業事業体で働く現
場技術者の方々の資質向上や現場技術のレ
ベルアップを図ることを目的に、「林業技術者
育成セミナー（以下、「セミナー」という）」を開
催しました。
　セミナー参加者に、日頃の業務内容を客観
的に振り返る機会を与え、課題の解決や業務
改善が図られるきっかけになればと期待して
います。
●開催日
　平成27年11月10日(火)～11日(水)
●参加者　20名　※作業班単位で申込
　（5森林組合:18名、1会社:2名）
●スケジュール

（１日目）
　作業班員全員で、個々の業務分担、事務所
や現場で行う安全対策や作業手順等につい

　佐賀県では、平成19年度から県産木材利
用推進プロジェクトに取り組んでいます。当プ

県産木材利用推進プロジェクト「林業技術者育成セミナー」を開催しました。

て、グループワークを行い、日々の業務を整理
しました。
（２日目）
　東部林業株式会社さんの誘導伐（更新伐）
現場にお邪魔し、現場体制（人や機械の配置、
連携、安全対策等）の視察や各機械のオペ
レーター毎に分かれた作業体験や意見交換
を行いました。

　参加者は、グループワークで整理した各事
業体の取組内容と比較しながら、改めて「効率
的な作業システムができているのか？」「コス
ト意識をもった現場作業ができているのか？」
「安全管理は徹底しているのか？」といった点
について、振り返りました。
　また最後に、参加者全員で研修での気づき
（参考点、反省点、課題等）について、情報共有
を行いました。
　参加者からは、「他の林業事業体を視察す
る機会がないので、良い機会になった」「路網
整備の災害対策等が参考になった」「トラック
の運搬台数の管理方法は参考になった」
「個々の能力とコスト意識の高さが低コストに
繋がると感じた」等の意見が多く聞かれまし
た。
　

　今回のセミナーでの気づきを各事業体に持
ち帰り、１つでも業務改善に繋げてもらえれば
と思います。
　　（林業課 専門技術員　近藤　真奈美）
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佐賀の林業平成28年3月1日

林政だより

佐賀県森林審議会が開催されました

林政だより

Facebookページ「みんなで育てよう！さがの森林」を開設しています

　平成２７年１２月２４日に、佐賀県森林審
議会（会長：吉田茂二郎九州大学大学院
農学研究院教授）が開催され、「佐賀東部
地域森林計画（案）（計画期間：平成２８
年４月１日～平成３８年３月３１日）につい
て審議がなされました。
　具体的な内容として、主伐、間伐、造林
等の森林施業、林道の開設などの基盤整備、
高性能林業機械の導入や人材育成などの森
林施業の合理化、治山事業による保安施設
の整備について審議が進められました。

　佐賀東部地域のスギ・ヒノキなどの人工
林は１０齢級（４６～５０年生）をピークに
壮齢林が全体の８５％を占める一方、３０年

生未満の若齢林が極端に少なく構成が偏っ
ている状況になっています。
　今回の計画では、森林資源（齢級構成）
の平準化を図るため、伐採期に達した森林
については、積極的に主伐（皆伐）を進め、
伐採量を増加させることとし、主伐について
は現計画の約１．３倍の９４万㎥、間伐に
ついては現計画の約１．１倍の９０万㎥を目
標としています。
　委員からは、「伐採により、木材生産が増
加するが、需要の確保が重要になる」、「伐
採の増加に伴い、植林も増加することから苗
木の生産・供給体制を強化すべき」などの
ご意見をいただき、その対策を含め審議が
なされ、この計画（案）が承認されました。
　今後、この計画に即して佐賀東部地域の
各市町（佐賀市ほか１５市町）で市町村森
林整備計画が策定され、地域の実情に応じ
た森林・林業施策が進められることとなりま
す。
（森林整備課　計画調整担当　黒田　憲伸）

　県民の皆様に「佐賀県森林環境税」を知っ
ていただくため、Facebook という新しい媒
体により、佐賀県森林環境税を活用した事
業の取組みや、森林・林業関係のイベント
などについて、情報発信しています。
　Facebook では、「友達」のネットワーク

機能を使っての情報を伝達や森林・林業関
係者だけではなく、NPO 法人やボランティ
ア団体の皆様などと情報の共有・発信をす
ることもできます。
　常に記事の更新（追加）が必要ですので、
森林整備課、林業課、各農林事務所、林
業試験場に管理者を設置しています。
多くの方に興味を持ってもらえるように地域
ならではの出来事や、イベント、森林・林
業を元気にする取り組みなどの情報を発信し
ていきますので、閲覧してください。
　「フェイスブック さがの森林」で検索した
ら見ることができます。
（森林整備課　森林管理担当係長　松永　卓也）
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講義の状況

現地踏査の状況

各班で対策工計画を検討

成果発表の状況

林政だより

第１５回九州地区治山技術中級者研修会を開催

　研修会初日は、地すべりと地質の関連性
や地すべり発生のメカニズムなどについて
講義を行いました。

　研修二日目は多久市の鬼ヶ鼻地区へ向か
い現地研修を行いました。研修では４班に
分かれて現地踏査を行い、地すべりによる
頭部亀裂や構造物の破損状況などを確認し
ながら調査カルテを作成しました。
　当日は悪天候で雨風が強く身動きがとりづ
らい状況でしたが、各班地すべりの影響が
みられる箇所を巡り、積極的にカルテ作成
に取り組まれ、参加者の関心の高さを感じ
ることができました。

　研修最終日は現地踏査で作成したカルテ
をもとに各班で対策工計画を検討し、広用
紙にまとめて成果発表を行いました。

　平成２７年１０月２６日（月）から２８日
（水）にかけて佐賀総合庁舎において、第１
５回九州地区治山技術中級者研修会を開催
しました。
　この研修会は九州各県の治山担当職員の
技術向上を目的とし、毎年、九州各県持ち
回りで開催しています。今年度は本県が開催
県となり九州各県職員３１名により開催しまし
た。
　今回の研修会は、多久市多久町中野に位
置する鬼ヶ鼻地区の地すべりをテーマに国
土防災技術株式会社から講師を迎え講義と
現地踏査を行いました。

　今回の研修会開催に当たっては、関係機
関から多大なご協力をいただき、大変有意
義な研修とすることができました。今後とも、
地すべりなど山地災害の防止に努めていき
たいと思います。
　（森林整備課　治山担当　家入　皇仁）
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林政だより

緑の県土づくりワークショップの紹介

林政だより

里山林を守る活動や森林資源の利用を応援しています

各班の植樹プランを発表・共有

各班で意見を抽出

　山田の森林を守る会 (唐津市 )（事務局　内山茂昭氏）
平成 25 年から、地区住民でヤマザクラ、イロハモミジな
ど広葉樹植栽地 0.8ha の下草刈りに活用しています。春に
は桜の花も咲き始めました。地域の憩いの森として今後も
守り育てます。
　　窓口：佐賀森林山村対策地域協議会
　　　　　電話 0952-23-3915
　　　　　http://saga-kyougikai.jp/
　　（森林整備課　みどり推進担当係長　小山　由希子）

　県では、平成 18 年度に策定した｢緑の県
土づくり方針｣に基づき、県民協働による平坦
地の緑づくりを進めるため、地域住民、団体、
行政等の参加により｢緑の県土づくりワーク
ショップ｣を開催しています。平成 27 年度は、
嬉野市立塩田中学校（嬉野市塩田町）と、こど
も絵本図書館「詩楽（うらら）の森」（武雄市山
内町）の2か所で、①現状把握、②緑化イメー ジ共有、③イメージをもとに植樹プラン作成、

④植樹活動実践に取り組んでいます。
　塩田中学校では平成28年 2月 25日と3
月 10日に、「詩楽 (うらら)の森」では平成
28年3月6日に植樹活動をします。皆さんも、
近くへお越しの際には植樹の成果をぜひご覧
ください。
  （森林整備課　みどり推進担当　福井　遼）

　私たちの身近な地域の森林は、近年、侵
入竹などによる荒廃が進んでいます。
　そこで、林野庁では平成 25 年度から、地
域住民等が協力して行う、森林の保全管理や
森林資源を利用する活動に対して支援してお

り、県内では今年度までに 37 団体がこの交
付金を利用しています。佐賀森林山村対策地
域協議会では、28 年度も新たな取組団体を
募集しますので、お問い合わせください。

～森林・山村多面的機能発揮対策交付金（林野庁）の紹介～



1. 山内町のアラゲキクラゲ栽培現場
　武雄市山内町のアラゲキクラゲ栽培現場
では夏場に簡易ハウスによる栽培を行ってい
ます。この簡易ハウスとは空調設備を伴わず
自然の気候を利用して栽培するハウスのこと
です。しかし、夏場のアラゲキクラゲ栽培は
屋外で栽培することから害虫や害菌が発生
しやすいので対策が必要です。

　2つ目はショウジョバエを誘引、捕殺可能
な防除を行う事です。市販のハエ取り紙によ
る防除や乳酸飲料（カルピス等）と中性洗剤
の混合液などで誘引・捕殺する方法もありま
す。ただしすべての種類のショウジョバエに
有効とは限らないので、対策を2重、3重に実
施することが望ましいです。

4.今後について
　平成 27 年度のアラゲキクラゲ栽培は終
了しましたが、平成 28 年の栽培に向けて
事前の害虫・害菌対策指導を徹底し、害虫・
害菌の発生を初期に発見できるように心掛
けてまいりたいと思います。　
（林業試験場　研究開発担当　小島　三樹）

2．山内町栽培現場にショウジョバエ類発生
　栽培現場からショウジョバエと思われる虫
が多数発生しているとの報告を受け、平成
27 年 8 月 28 日に杵藤農林事務所（普及
担当）と同行し生産現場の被害確認を行い
ました。
　生産現場確認及び聞き取りから、生産者
のどのハウスでもショウジョバエと思われる
虫が発生しており、特に菌床にたかるような
形で発生していました。しかし、収穫物への
食害や異物混入の被害は特に見受けられな
いとの事でした。

　今回、ショウジョバエの中でもどのような
種発生していたのかまでは特定に至りません
でした。しかし、実害が見受けられなかった
ことから、今回多数発生したショウジョバエ

の一種と思われる虫は不快害虫の部類に入
る害虫だと思われました。
　この不快害虫とは収穫物等に直接の被害
を与えず、大発生することや虫の姿そのもの
が人に感覚的に不快感を与える虫のことを
表します。

3.対策について
　直接の被害が見られないといっても、食
用キノコを栽培する栽培現場ですので、ショ
ウジョバエ類の大発生は好ましい状況とは言
えません。また、生産者のアラゲキクラゲ栽
培期間中の不快感を低減させるためにも対
策が必要だと考えられました。
対策としては大きく2つ考えられます。
　1つ目は栽培環境の改善を図ることです。
具体的には通風を良くしハウス内の乾湿の
差をつけること、アラゲキクラゲの収穫が終
わった菌床などは早めに処分することです。
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林試だより

武雄市山内町のアラゲキクラゲ栽培現場を視察

（写真-1　アラゲキクラゲ発生状況）

（写真-2　生産現場のハエ取り紙）

 

（写真-3　視察状況）

黒い点に見えるの
は、すべてショウジョ
ウバエ類と思われる



11

佐賀の林業平成28年3月1日

森林・林業の概論説明

コンテナ苗試験の説明

木材乾燥施設の説明

竹ハウスでの木材乾燥試験説明

林試だより

伊万里農林高校進路啓発研修（林業を学ぶ高校生が林業試験場に来場）

　平成 27 年 12 月４日（金）、伊万里農林
高等学校の森林工学科１年生 39 名が、進
路啓発研修の一環として、林業試験場に来
場されました。
　伊万里農林高等学校森林工学科は、２年
生時に林業コースと土木建設コースに分か
れるため、どちらのコースを選ぶかの参考に
するため、この研修が行われているものです。
　研修では、まず、森林・林業の概論のほか、
林業試験場で取り組んでいる、次世代スギ、
ヒノキ精英樹の選抜やコンテナ苗の育苗技
術、新たな特用林産物、大径材の乾燥技術
など研究内容を紹介しました。

　後日送っていただいた礼状には、生徒の
皆さんが見学を通して試験場の役割や業務
内容を理解してくれたことや、研修の感想文
でも「森林の役割を学ぶことができ、林業に
興味を持ちました」と書く生徒もあったという
ことで、林業試験場として大変嬉しく思いまし
た。

　今回、来場された生徒たちの多くが、これ
からの森林を守り育てる若い力として、林業
に関わり活躍されることを期待します。

（林業試験場　普及指導担当係長　山口　修）

　座学のあと、大径材乾燥技術の試験を行っ
ている竹ハウスやコンテナ苗の試験を行って
いるガラス温室を案内し、実際の試験内容
等を研究担当者が説明しました。



林業ひろば

森林・林業地域研修報告（佐賀中部農林事務所）

林業ひろば

森林・林業地域研修報告森林・林業地域研修報告（唐津農林事務所）

地区協議会等先進地視察研修の実施
　佐賀中部地区林政協議会、佐賀東部地
域後継者対策協議会、さらに佐賀森林管理
署とも連携し、低コスト再造林をテーマに視
察研修を企画しました。
　この中で、苗木生産業者（コンテナ苗生
産現場）や一貫作業システム（宮崎森林管
理署誘導伐現場）を管内の林業関係者と視
察しました。

市町村森林整備計画策定の支援
　市町村森林整備計画策定に向けて、管内
３市の林務担当者を参集した説明会を開催

し、現計画の洗い直し、ゾーニング、森林
資源・木材産業の現状・課題、各市の総
合計画や森林経営計画との整合、全国の先
進事例などを交え支援を行いしました。

　さらに、平成２８年２月に連絡調整会議と
して、意見聴取の場を設けました。今後、
新計画のもと、持続可能な森林の経営や管
理が促進され、地域林業の振興が図られる
ことを期待します。
（佐賀中部農林事務所　林務課
　　　　　　普及担当係長　松尾　淳也）

　平成２７年１１月１９日～２０日にかけて、
唐津管内の林業関係団体や市町等で構成す
る唐津・東松浦林業協会の主催で、長崎県内
における林業経営及び特用林産物生産の先
進地視察研修を行いました。
　視察先である長崎南部森林組合の施業現
場では、利用間伐を３回目まで列状間伐で実
施されており、１、２回目は斜面に向かって縦
方向への列を入れ、３回目は斜め方向に入
れるといった方法で施業が行われていまし
た。地形が急峻な場所だと３回目列状間伐で
は残存木に傷をつける可能性があり、３回目
は定性間伐にする方法もあるとのことです。ま
た、高性能林業機械の使い方や林地残材の
処理方法等、問題点や解決方法をお互いに
情報交換する場にもなり、とても有意義な視察

となりました。
　その他に、
長崎県農林技
術 開 発 セ ン
ターでの「シイ
タケやツバキ
油の研究」、東
彼林業研究会での「ハラン生産」や　鍋島林
業株式会社の「保残木施業」についても、それ
ぞれ特徴的な取り組みを視察させていただき
ました。
　今回の視察研修では幅広い内容で林業に
関する見識を深めることができましたので、得
られた情報を管内の林業振興につながるよう
活かしていきたいと思います。
（唐津農林事務所 林務課　普及指導担当　満行　貢樹）
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（先進地視察研修(宮崎市)　平成２７年１１月）

（市町村森林整備計画策定説明会(佐賀市)　平成２７年１2月）

（長崎南部森林組合の列状間伐）

唐津・東松浦林業協会先進地視察
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林業ひろば

森林・林業地域研修報告（唐津農林事務所）

　平成２７年１２月１９日（土）、唐津市内
において、佐賀西部流域森林・林業活性化
センター、さがの木の家研究会の共催で「家
づくりセミナー＆さがの木の家見学会」を開
催しました。
　家づくりセミナーでは、株式会社孝和建設 
代表取締役社長　栗原　孝太郎氏を講師
にお招きし、これから住宅を建てられる方の
アドバイスとして、「わかりにくいことをわかり
やすく、幸せになるための家づくりの知識を
伝える」内容でした。

　なかでも日本は、３０年程度で新築を繰り
返すが、海外は地元工務店がリフォームを
繰り返し、末永く住む考えなど、興味深い話
を伺いました。

　そのほか、
・これからの建築物件は、住宅性能「２０２
０年規格」をクリアできる住宅を目指す必要
がある。
・家の中の温度差が激しいため心筋梗塞等
で亡くなる人数は、交通事故で死亡する人
数の４倍発生している。( 外国人から、「道
路より家の中が危険なのですか？」と聞か

れる。)
・自動車は、命を守るため様々な安全装置
を開発して、交通事故死者数を年々減らして
いるが、車より高い買い物の住宅は、「命を
守るため」の考えが薄い。
・「家の燃費 (光熱費等 )」を考えるためにも、
住宅性能 (断熱、気密、耐震、換気、素材等 )
を数値で見比べる必要がある。( 今の住宅
には、ほとんど明記されていない。)
　さがの木の家見学会では、唐津市内の木
造住宅を３か所回りました。
・（株）孝和建設の築３０年の民家を唐津で
初となる「耐震・断熱改修、瑕疵担保付」
のリノベーションした物件。
・（株）中村建設のゼロエネルギー住宅仕
様の高気密、高断熱の物件。
・（株）ジョージホームの新築とリノベーショ
ンのモデルハウス。
いずれも在来工法で高気密、高断熱の魅力
ある住宅でした。【家づくりセミナーの状況】

【経費試算の例】

【さがの木の家見学会の状況】

　参加者の方からは、「セミナーでは、なか
なか聞けない話が聞けた」「家づくりのため
の知識が大切と思った」「木造住宅も色々な
バリエーションを見ることができて参考に
なった」など、満足された様子でした。
　これからも、本センターでは家づくりに役
に立つ知識と自然素材である木材をふんだ
んに使った「幸せになるための家づくり」の
ための情報を発信していきたいと思います。
（唐津農林事務所　林務課　普及担当　小杉　茂）

家づくりセミナー＆さがの木の家見学会開催

年数

1年目

30年目

60年目

90年目

計

日本の場合

3,000万円(新築)

3,000万円(新築)

3,000万円(新築)

3,000万円(新築)

12,000万円

外国の場合

3,000万円(新築)

1,000万円(ﾘﾌｫｰﾑ)

1,000万円(ﾘﾌｫｰﾑ)

1,000万円(ﾘﾌｫｰﾑ)

6,000万円
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林業ひろば

森林・林業地域研修報告（伊万里農林事務所）

林業ひろば

森林・林業地域研修報告（杵藤農林事務所）

　平成２５年度から始まった国の森林・
山村多面的機能発揮対策交付金を活用
し、今年度３団体からの依頼によりチェー
ンソーの取り扱い講習等を実施しました。

1.はじめに

　労働安全衛生法に定められた特別教育
を１団体に行いました。この団体に対して
は、学科７時間、実技６時間とみっちり受
講してもらいました。

　２団体から講習会の依頼があったので、
チェーンソーの構造や目立ての方法、伐
採の方法や安全対策等について講義及び
実技を各団体に１日ずつ行いました。特
に目立ての方法については、ソーチェー
ンの構造や各部の役割の説明、実演をし
たうえで目立てを行ったことで、これまでよ
り格段に切れるようになっていました。

　「佐賀南部林政協議会」では、平成 27
年 12 月 1 日～ 2 日にかけて、バイオマス
や未利用材の有効活用事例などを主なテー
マに、熊本県八代市内の３か所を視察しま
した。
　その中で、今回特に興味深かった八代森
林組合の取組みについてご紹介します。

　八代森林組合では、地域の森林内に残され
たままの間伐材などの活用を促進し、森林整備
の加速化を図るため、木材を集積する「木の駅

やっちろゴロタン」を、平成27年７月から運営
開始。個人2,000円、事業所10,000円の会費
で会員になることができ、出荷可能となります。
　出荷者は、出荷代金として、木材重量
1,000kgあたり、出荷時に地域通貨券（もり券）
3,000円のほか、バイオマス用燃料としてチッ
プ加工業者へ売却し、手数料を差し引いた売
却費として、後日現金で2,700円、合計5,700
円が受け取れます。今年度の出荷は1,000トン
を目標としており、ほぼ目標達成できる見込との
ことでした。
　今回得られた取り組み事例が、今後当協議
会の活動に有意義に生かされることを期待し
ます。
（杵藤農林事務所　林務第二課　普及担当係長　引地　繁雄）

　チェーンソーによる事故は林業の中で
最も多く、更には重大災害にもつながりま
す。これからも、安全がすべてに優先する
ことを念頭に、活動を継続していただきた
いと考えています。
（伊万里農林事務所　林務課
　　　　　普及担当係長　山口　光洋）

２．チェーンソーの取り扱い講習会

　目立ての方法はもとより、受け口、追い
口の作り方、ツルを残すことの意味などを
講義し、一人ずつ段階ごとにチェックしな
がら実習を行いました。

３.伐木造材業務に係る特別教育

４.おわりに

伐木造材特別教育実施

佐賀南部林政協議会先進地視察



15

佐賀の林業平成28年3月1日

林業ひろば

若手職員養成研修報告 林家研修に参加しました（佐賀中部農林事務所）

林業ひろば

若手職員養成研修報告　林家研修に参加しました （伊万里農林事務所）

　平成２７年度新規採用職員の鶴田 学です。
今回、平成２７年１１月９日（月）～１３日（金）
の５日間に亘り、「農林水産関係若手職員養
成研修」を体験しましたので報告します。
　東部林業（株）の代表、県指導林家、県
安全管理指導員として幅広く御活躍の栗原大
次郎さんに研修を受け入れていただきました。
　今回の研修では、実際に稼働中の現場で
伐採・植栽作業、測量実習の実体験をしまし
た。現場作業を実際に体験して困難な仕事で
あることは、採用される前から十分理解して
いたつもりでしたが、予想以上に大変なこと
を改めて認識しました。　また、植栽から伐
採までの行程の他、伐採された木が市場を
流通しながら木材として利用されていく過程に
触れられたことも貴重な体験となりました。
　今回、多忙な中にも、親身になって指導い

　平成 27 年度新規採用職員　伊万里農林
事務所の内山和彦です。
今回私は、西松浦郡有田町の指導林家の今
泉誠一郎さんのもとで 5 日間研修を受けてき
ました。
　研修初日に今泉さんの山を見せてもらいま
した。今泉さんの山は、周りの山より林内は
明るく、幹も一回り大きくよく手入れされている
ことをしっかりと感じとることができました。
　研修最終日に今泉さんの作業班（4 人 1
班）に混じってヒノキの間伐を行いました。
使い慣れていないチェーンソーを足場の悪い
急斜面で作業を行ったため、作業中は膝と腰
が悲鳴をあげていました。この日は、約 30
本の間伐をしました。
　今泉さんは「今回の研修を通して現在の林
業の現状や課題を少しでも体感できたと思う
から、そのことを忘れず今後の仕事に励んで

ほしい」とおっしゃっていました。

　私はこの言葉はとても印象に残っています。
今はまだ目の前の仕事をこなすことで手一杯
ですが、いずれは広い視野で物事を考え、
佐賀県の林業のために仕事をできるよう頑
張っていきたいと思います。
（伊万里農林事務所　林務課
　　　　　　　　治山担当　内山　和彦）

ただいた栗原大次郎さんはじめ、食事の世
話までしていただいた家族の方には、大変お
世話になったところです。

　最後に、今回の研修で感じたことや習得で
きたことは、今後の仕事に生かしながら取り
組んでいきたいと考えています。
（佐賀中部農林事務所　林務課
　　　　　　　　　治山担当　鶴田　学）
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林業ひろば

高校生の林業就業促進体験研修を開催
　県立伊万里農林高等学校には森林工学科
（林業コース）があり、森林・林業等に関す
る知識と技術を学んでいます。
　県では、昨年 10 月 21 日 ( 水 ) に学校と
連携し当校の 2 年生に対し、新規就業に繋
げてもらうよう、林業就業体験研修を開催しま
したので紹介します。
　今回は、「伊万里木材コンビナート」の 3
企業、県立産業技術学院（多久市）、指導
林家の諸熊雅博さん（唐津市）での研修を
行いました。
　伊万里木材市場では、丸太の検収の仕方
や販売方法で、以前は入札（セリ）だったも
のが、特売やシステム販売（期間や単価を
定めた協定に基づく販売）にもシフトしている
こと、更に丸太の見方について学びました。
　特に生徒の皆さんは、原木の選別機のオ
ペレーター室で、次 と々流れてくる丸太を曲
がりの有無や傷などにより瞬時に選別する社
員を見て、重要な仕事をしているととても感心
していたようです。

　その後、西九州木材事業協同組合で大型
の製材機で丸太からスギのラミナを製材する
状況を見学するとともに、中国木材 ( 株 ) 伊
万里事業所の集成材が作られるまでや、プレ
カット加工について学びました。生徒の皆さ
んにとって３企業が連携して原木の集荷から
製材、製品生産、船で全国に出荷される伊
万里木材コンビナートの無駄のない流れが良
い勉強になりました。
　午後からは、県立産業技術学院の建築技
術・設計と木工芸デザインについて、知識と
技能の習得状況を見せていただきました。

　自分達が行っている製図に比べ遙かに細
かくてきれいな製図に驚くとともに、木工デザ
イン科の生徒さんの発想やアイデアが詰まっ
たからくりタンスやイスなどのレベルの高さ
に、「うおー」と自然に声が漏れていました。
生徒の作品に高値で取り扱いたいと相談する
会社もあるそうです。
　学院長の「２年間で道具や機械の扱いに
ついてしっかりと基礎を学べる」との力強い
お言葉が、生徒の皆さんの心に響いたのでは
ないでしょうか。

　最後は、唐津市七山で手入れされた山林の
中で「葉ワサビ」の育て方について学びまし
た。その場で生葉を食べた生徒達は苦いや
ら、辛いやら思い思いの味だったようです。
湧き水が美味しく、環境と時間がワサビを育
てると教えていただきました。

　生徒の皆さんの研修報告をみると、普段聞
けないことや立ち入りが出来ない場所で話が
聞けていい体験になったとのことです。
将来、一人でも多くの生徒さんが、林業や木材
産業等の関連企業に就業されることを期待
しています。
　　（林業課　専門技術員　中倉　博之）

（産業技術学院生の木製品に魅入る生徒）

（葉わさび栽培について研修）

　（木材市場の木の見方、製材・製品生産を研修）
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佐賀の林業平成28年3月1日

林業ひろば

佐賀県生産森林組合協議会の一般研修会を開催しました

県内の生産森林組合を取り巻く環境は、木
材価格の長期低迷等により森林整備や木材
生産活動が停滞するなど大変厳しい状況と
なっています。
このため、「佐賀県生産森林組合協議会」
では、毎年、県内の生産森林組合の会員等を
対象に活発的に森林整備や特用林産物の
生産・販売などを行っている団体等を視察し、
よりよい組合運営のための情報収集や意見
交換を目的とした研修会を実施しています。
今年度は、１２月１８日（金）に伊万里市の
駒鳴生産森林組合及び屋敷野生産森林組

合における
搬 出 間 伐
等 の 取 組
み、武雄市
における里
山再生プロ
ジェクトの
取組みにつ

いて現地視察を行いました。
まず始めに駒鳴生産森林組合では、受託
者の伊万里西松浦森林組合からら平成２６
年度の搬出間伐及び作業道開設の実績や
事業収支等についてご説明をいただき、その
後、施業団地を見学しながら意見交換を行
いました。

次に屋敷野生産森林組合では、平成２３、
２５年度に実施された搬出間伐の概要、事業
収支や補助金の活用事例等について伊万里
農林事務所の普及担当者からご説明をいた

だき、施業地を見学しながら意見交換を行い
ました。屋敷野生産森林組合では、平成２６
年度から森林・山村多面的機能発揮対策交
付金（補助金）を活用され、組合員で可能な
除伐や植林などの作業、また作業道の開設
は組合員自らで行うとともに、地元の子供た
ちに森林環境教育を目的とした植物観察・標
本作りなどの活動も行われています。
最後に武雄市で今年度から取り組まれて

いる里山再生プロジェクトについて現地視
察を行いました。このプロジェクトは、里山に
自生するサカキやシキミ等を有効活用し、生
産・販売していくことで新たな収入源を産み
だし、荒廃した里山の再生や周辺集落の活
性化を図ることを目的に取り組まれています。
市有地に定植された親木から挿し木によって
苗木を増産し、生産希望者へ譲渡する計画
で、地元に管理団体（緑の会）を設立し、苗木
の生産・管理等が行われています。今後は花
市場や専門業者等への販路開拓を進めなが
ら、出荷量の拡大を目指されています。

今回の研修会では、搬出間伐の現場のほ
かに林床栽培の現場も視察し、参加者からは、
「木材生産だけでなく、短期の収入源としてサ
カキなどの林床栽培も今後は考えていきた
い」と言った声も聞かれ、収益確保の一つとし
て、経営の安定化に繋げてもらえればと思い
ます。
本研修会の開催にあたり年末のお忙しい
中に、ご協力いただきました関係者の皆様、
本当ありがとうございました。　
　　（林業課 林産振興担当 神瀬　友秀）
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佐賀の木材市況（平成２７年９月～平成２８年1月分）

    佐賀県林業研究グループ連絡協議会は、県内の林業研究グループ９団体（会員３５３名）からなり、各会員相互の連絡
協調を図り、自主的なグループ活動を支援するための各種活動を展開しています。平成２７年度の活動の主なものとし
て、林業研究グループ九州地区交換研修大会への参加（８月　鹿児島市　塩田町はぜ紅葉会発表）、全国グループリー
ダー研修会への参加（１０月　東京　富士町林業研究会　２名）、現地研修会（２月　大分県日田市）を行っています。
　平成２７年９月に鹿児島市で開催された第５５回林業研究グループ九州地区交換研修大会で活動発表した塩田町は
ぜ紅葉会は、平成９年に山間の荒廃した休耕田の有効利用を目的にはぜの木を植えて「はぜの実栽培」を始めて１７年
になります。栽培された「はぜの実」は、福岡県の荒木製蝋へ出荷されており、安定した収入を得ています。さらに、「和ろ
うそく」の商品開発にも取り組み、地元の直売所等で販売しようと頑張っています。また、地元の小学校や中学校に出張
教室を開いて、和ろうそくづくりを教えて地域の特産品を社会教育の題材として次世代に繋ぐ活動を展開しています。
　今、林業研究グループは、あらたな活動の仲間を求めています。佐賀県林業研究グループ連絡協議会は、林業研究グ
ループの活動を広く知ってもらうことで理解者を増やして少しでも活動の輪が広がっていくことを願っています。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          
               　　　　　　　　　　（佐賀県林業研究グループ連絡協議会　事務局　林業課　専門技術員　淵上武俊）

　急傾斜地の木材生産現場では、架線集材による低コストで効率的な作業システムの
必要性が高まっています。架線系林業機械の作業効率を向上させる高度な技能を有す
る現場技能者を育成するため、佐賀県では林業架線作業主任者養成研修を開催しまし
た。県内の林業事業体から５名がこの研修を受講しました。

表紙の紹介

林業研究グループだより

塩田町はぜ紅葉会和ろうそくづくり

９ 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 １ 月
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11,100
11,200
10,900
11,400
11,400
10,800
15,500
14,600

11,600
15,000

14,600
16,300

23,500

32,500
32,500
32,500
32,500
39,000
39,000
39,000
39,000
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11,500
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11,600
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11,600
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15,500

11,900
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17,000
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39,000
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39,000
39,000
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13,000
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39,000
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10,100
11,100
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