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島根県立農林大学校林業科は、森林・林業に関する豊富な知識と高度な技術及び経営感覚と企画力を

兼ね備えた“中核となる林業技術者”の養成を目指しています。

現在、1年生8名、2年生8名、総勢16名の学生が森林整備・管理のプロフェッショナルを目指して

林業技術の習得に励んでいます。

●充実した研修施設や隣接の県有林等の実習フィールドにおける少人数教育
●即戦力につながる豊富な技能講習や資格取得など、「大学校」ならではのカリキュラム
編成
●県の試験研究機関（中山間地域研究センター）の専門の研究員による直接指導や最新の
技術情報の提供

林業科の
特　　徴

林業科の一番の魅力は、山で行う実践を想定した実習です。立木の伐
倒や架線集材、高性能林業機械の操作など様々な実習をします。自分が
したい仕事に対して、何が必要なのか、何を考えて実習をしたらいいの
かを先生方がやさしく丁寧に教えてくださるのでとても身になります。
山での作業は危険や障害もあり大変ですが、すがすがしい青空の下で仲
間と楽しく実習をすることは大きな魅力の一つだと思います。

■2年生／川神くん
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学生アンケート調査結果 農林大林業科 学生の“声”

学生募集の詳細につきましては、島根県立農林大学校
教育スタッフ［教務担当］までお問い合わせください

TEL0854-85-7011

いざ来たれ！森林・林業の未来を切り拓く挑戦者たち

平成25年度 学生募集
Shimane  Prefectural  College  for Agriculture and Forestry

◆平成25年度 学生募集要項・学校要覧等は、島根農林大ホームページからご覧いただけます。
http://www.pref.shimane.lg.jp/norindaigakko/

●詳しくは「学生募集要項」をご覧ください●

■募集人員及び修業年限等
科　　名 募集人員 修業場所 修業年限

林 業 科 10名 飯南町上来島
2年

農 業 科 30名 大田市波根町

■入学試験の区分等
試験区分 願書受付 試験日 合格発表

一 般
入 試

前 期 H24年11月14日㈬
～11月28日㈬ H24年12月12日㈬ 12月27日㈭

後 期 H25年1月16日㈬
～1月31日㈭ H25年 2月13日㈬ 12月20日㈬

学校長推薦入試 H24年10月1日㈪
～10月15日㈪ H24年10月31日㈬ 11月20日㈫

自己推薦入試※

地域推薦入試※ H24年10月1日㈪
～H25年1月31日㈭

随　時
（願書受付後10日以内に試験日を通知）

試験日から7日以内

試 験 場 所 島根県立農林大学校 本校（大田市波根町970-1）

※印：社会人等を対象として設けられた試験区分です。

学生たちの一言コメントから

寮長の2年生 土井です。
良く言えば個人を尊重する、悪く言えば放任主義な寮長ですが、みんなが
しっかりとしているのであまり仕事せずに済みます（笑）
たまに集まった人達と大騒ぎになることも…

ほとんどの学生が、飯南町下赤名
にある飯南寮で暮らしています。内
装に県内産の木材がふんだんに使用
してあります。全室（17室）個室で、
机・椅子・ベッド・ミニキッチン・
エアコン等が備え付けてあり、快適
な空間で楽しく生活しています。

農林大志望の理由

●自然、山、森林が好きだから
●林業や自然、森林に関わる仕事に就きたいから
●森林、林業に興味があったから　など

農林大の魅力

●実習が多く、楽しく学べる
●自然の中で森林とふれあいながら実習ができる
●教員の方々がとても親切でわかりやすい授業をしてくれる

など

学生は充実した学校生活を送っているようです。飯南町の穏
やかな人々と環境に囲まれ、楽しく林業を学んでいる様子が伝
わってきました。

卒業後の進路希望

〈希望職種ランキング〉
1位●森林組合
2位●林業関連事業体

県内 87％

県外
13％
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4月29日㈰、松江市の県立ふるさと森林公園にて、「森の誕生日2012」が開催されました。
その様子をわたし、みーながお伝えします。

「水と緑の森づくり事業」をPRして
いるみーもくんとわたしも登場し、会
場を盛り上げました。

そんな会場で、ある来場者の女性から
「今年も苗木をいただきました。以前にい
ただいた苗も大きくなり、新築当時何もな
かった我が家の庭が、今では森のように緑
でいっぱいです。」
とお話を伺いました。

ふるさと森林公園は、森林の機能と林業
への理解を深め、たくさんの県民のみなさ
んに森とふれあってもらえるように、平成
5年4月29日に開園しました。つまり、「森
の誕生日」とは「ふるさと森林公園の誕生
日」なんですよ。
その誕生に掛けて、毎年来場者のみなさ
んに苗木をプレゼントしています。この苗
木がみなさんの手で各地に植えられ、次々
と森が誕生しているというのです！うれし
いな♡

当日はぽかぽかいい天気！会場では、各ブースで森の大切さを
PRするイベントが行われました。
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ふるさと森林公園内の多目的広場にある木製遊具は、開園以来

多くの来園者に利用されてきました。

その遊具が、このたびすべてリニューアル！「森の誕生日2012」

でお披露目されました。

「神々の国しまね」ならでは、ヤマタノオロチがモデルの山のトリデ、中国山脈をイメージしたやまなみ

ブリッジなどふるさとの原風景を遊びの空間に凝縮しています。

ご家族みなさんでお気軽にお立ち寄りください♪

宍道JCT

JR山陰本線

J
R
木
次
線

山陰自動車道

宍道
I.C

空
港
入
口至出雲 至松江荻田交差点

宍　　道　　湖●
出雲空港

●

●
オーエム製作所ごはん亭はしもと

JR宍道駅

島根県立
ふるさと森林公園

9

54

島根県立ふるさと森林公園
〒699-0406  島根県松江市宍道町佐々布3575

TEL0852-66-3005
E-mail ryokkasen@pref.shimane.lg.jp

●山のトリデ（ローラー滑り台付き）
●やまなみブリッジ
●ターザンロープ
●トレインコンビ（スイング遊具付き）
●木製ブランコ

新設遊具

〈お願い〉小学生以下の子どもを対象とした遊具です。遊び場では、保護者などが一緒に遊ぶか、見守りをお願いします。
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中部保育所 東部農林振興センター 出雲事務所

出雲市東福町に今年の1月に竣工を迎えた『中部保育所』は、市街地から少し離れた緑
の多い田園地帯に建築されました。
周囲には、大きな建物はほとんどなく地域のシンボル的な木造建築物として子供たちは

もちろん、周辺の住民の方にも気軽に利用していただける施設として期待されています。

●建　築　主：社会福祉法人  平田保育会

●施　設　名：中部保育所

●建 設 場 所：出雲市東福町

●構　　　造：木造平屋建て（在来工法）、延べ床面積（874.70㎡）

●使用木材量：238.96㎥（うち県産材210.90㎥）

●利 用 事 業：島根県森林整備加速化・林業再生事業費補助金

構造は、基本的には木造在来軸組工法とし、内部的に木造を表現するために

柱・梁等を可能な限り見えるようにしました。

自然採光・自然通風による環境を維持するため中廊下の上部に越屋根を3箇所

もうけることにより、広がりのある吹き抜け空間とし、採光・通風を確保しまし

た。外観は伝統的な木造建築で壁をスギ板としたため、建物の老朽化を防ぐのに

軒を深くし、軒を支える垂木も大きくしました。

また、建築主からの要望で地元に自生しているモミ（高さ20m、幹周2～3m、

22本）を使用することとなり、建築材として利用できるか検討を重ねた結果、保

育室、遊戯室の腰壁や野地板として利用することとなりました。主要な梁はスギ

の集成材を利用しましたが、そのほかの部

材についてはできる限り県産材を利用する

よう心がけました。

保育所に入った瞬間に、木のにおいが

します。壁や床に木が使われている

ことで、木のぬくもりを感じることができ

て毎日快適に生活できます。

赤ちゃんが床をはいはいしたり、つかま

り立ちをするのを見ていると、とても気持

ち良さそうです。

地域住民のみなさんからも、保育所の運

営に対して、たいへんご協力いただいてい

ます。たくさんの方に保育所を利用しても

らえるようにイベントを行っていきたいで

す。　　　　　　■中部保育所　森山所長

出雲市
東福町

施設概要

設計上の
特徴

利用者の
声

外観

遊戯室天井
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vol. 23 女 亀 山
飯南町、（広島県三次市）／標高：830.3ｍ

がめ やまめん

シリーズ  

■サワフタギ（沢蓋木／別名：ルリミノウシコロシ、ニシゴリ）（ハイノキ科）

島根県内の森林には、多くの注目すべき植物が自生しています。
このシリーズでは、このうちの樹木を中心に紹介していきます。

北海道～九州、朝鮮半島、中国の東北部に分布する
落葉低木で、落葉樹林内や草原に生育し、高さは 2～
4 mになります。葉は互生し、葉身は長さ 4～ 8 cmの
倒卵形または楕円形で縁には低く、細かい鋸歯があり
ます。 5～ 6月に、本年枝の先に円

えん

錐
すい

花
か

序
じょ

を出し、白
い花を集団でつけます。果実はゆがんだ卵形で、秋に
瑠
る

璃
り

色
いろ

に熟します。

広島県では吉備高原から
上部、岡山県では比較的標
高の低いところからブナ林域まで広く分布しています
が、県内では船

せん

通
つう

山
さん

、大
おお

万
よろ

木
ぎ

山
さん

、恐
おそ

羅
ら

漢
かん

山
ざん

などの標高
の高い県境のブナ林域のみに生育しており、少し特異
な分布をしています。よく似た種にタンナサワフタギ
がありますが、こちらは沿岸部から奥地まで分布して
おり、両種の見分けには悩まされます。タンナサワフ
タギは葉の中央部が最も広く、果実が黒紫色ですが、
サワフタギの葉の最も幅広い部分は先端側で、果実は
ルリ色です。
名の由来はよく枝分かれして沢をふさぐように生え
ることから「沢蓋木」になったといわれています。また
別名の「ルリミノウシコロシ（瑠璃実の牛殺し）」は、
赤い実の付くカマツカの別名の「ウシコロシ」に対し
て、同じように牛の鼻輪に使われたことから来たよう
です。材はよくしなってなかなか折れないので、牛の
鼻輪や鎌の柄に使われていました。 〔津島辰雄〕

女亀山は、島根・広島両県を結ぶ国道54号線沿いの県境に位置し
ています。広島県側からは山体の全景が望めるものの、島根県側か
らは山頂をわずかに望むばかりで山体の全景は望めません。女亀山
の山頂には自然環境保全地域に指定されたブナやコナラなどの天
然林が広がり、その周辺はスギやヒノキの造林地に囲まれ、資源豊
かな山容です。出雲国風土記には、神門川（神戸川）支流の源であ
る箭

や

山
やま

と記されており、現在は登山道の中程に神戸川源流の石碑が
建てられています。
女亀山には、古事記や山城国風土記逸文の神話とよく似た丹

に

塗
ぬり

箭
や

神話が伝えられています。女亀山に住む玉
たま

依
より

姫
ひめ

（巫
み

女
こ

のこと）は、
赤い矢に姿を変えて近づいてきた大

おお

山
やま

咋
くい

神
しん

にふれて加
かもべついかづちのみこと

茂別雷命を
産み、現在の赤

あか

穴
な

八幡宮のあるところに住まれたという神話で、こ
の地域では赤穴八幡宮の創建神話として伝えられ、赤

あか

名
な

という地名のもとになったとも言われています。
登山道は島根・広島の両側にありますが、島根県側の登山口は、国道54号線を広島方面に向かって赤名トンネルへ

の急坂手前を南西方向に向かい、神戸川に沿って約3km程進んだところです。登
山口から、なだらかなスギ・ヒノキの造林地の中を進むとやがて石碑があり、さら
に県境稜線に出るとブナやコナラなどの広葉樹林の急坂となり、広く平らな山頂
に至ります。山頂には、女亀山神社の小さな祠と一等三角点があり、眺望はほとん
ど無いものの気持ちの良い木陰に囲まれ、季節によって新緑や紅葉、鳥のさえずり
などを楽しむことができます。〔所要時間：約40分（登り）、登山適期：4月～11月〕
女亀山は、かつて雨乞い神事が行われ、明治・大正の頃までは女人禁制の山で

あったと伝えられており、今日でもふもとの人々から敬われている神の山です。
　〔内藤暢文〕神戸川源流の石碑

飯南町上赤名から望む女亀山
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きのこの
食品安全性を保証する

中山間地域研究センター
　農林技術部  資源環境グループ

■はじめに

食の安全に対して消費者の関心が高まり、生産者側の意識も変わってきました。農薬が残留しないように、食中

毒が発生しないように、生産現場では細心の注意が払われています。本県では平成21年度から農林水産物の安全

性を確かめるための基準を設け、審査に合格した産品には県認証（通称：美味しまね認証）が与えられます。当セ

ンターはきのこ生産における基準作成に係わり、現地審査を担当しています。

■水質基準の設定

上記4種類の重金属は、いずれも水に溶けた状態で存在する健康危害物質です。美味しまね認証（きのこ生産）

では万全を期すため、これらが飲用基準以下であることを条件としました。また、水質基準以外にも約120項目の

基準を設け、きのこの食品安全性を高いレベルで保証しています。　　　　　　　　　　（専門研究員　冨川康之）

■まずは栽培原料のチェックから

きのこは生長する過程で周囲の物質を吸収・濃縮・蓄積する性質があるため、栽培原料の木材や、大量に使用さ

れる水に毒物などが含まれないよう注意する必要があります。では、例えば水についてはどの程度の水質が求めら

れるのでしょうか？

■きのこの重金属蓄積

当センターで行った試験の一例をご紹介します。水

銀は重金属の１種で、食品を通して体内に蓄積すると

感覚障害、運動失調を引き起こし、さらには子孫でも

発症が心配される毒性の高い物質です。

試験では、水銀の濃度を水道飲用基準の1～16倍に

調整した水を使用してシイタケを栽培し、収穫物の水

銀濃度を調べました。その結果、水の水銀濃度が高く

なるほどシイタケ中の濃度が高くなり、特に飲用基準

×8倍以上で顕著に増加しました（図1）。

他の重金属（カドミウム、ヒ素、鉛）について、ま

たマイタケについて行った試験でも同様な結果となり

ました。
水の水銀濃度（×飲用基準）

4

シ
イ
タ
ケ
の
水
銀
濃
度
（
㎎
／
㎏
）

0.003

0.002

0.001

0.000
21 8 16

シイタケにおける蓄積した水銀の濃度図1

みーも博士

ヤ シ マ Ｎ Ｃ Ｓ
くん蒸ヤシマ与作シート

ケ ル ス ケ ッ ト

グリンガード・NEO
マ ッ ケ ン ジ ー

ハチノックＬ・Ｓ

自然との調和
松くい虫駆除薬剤 松くい虫予防薬剤松くい虫防除薬剤

住化グリーン株式会社  大阪営業所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタルビル5F
TEL ０６－６８８６－０２４１　FAX ０６－６８８６－０２４２

瞬間殺蜂スプレー
ヤシマスミパイン乳剤
スミパ インＭＣ
マツグリーン液剤２
モリエートマイクロカプセル

カシナガ予防薬剤
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平成24年度から森林経営計画制度が全国で一斉にスタートしました。県内でも、その第 1号
となる認定が行われました。
認定を受けたのは、王子木材緑化株式会社大阪支店米子営業所で、高性能林業機械を使用し
た利用間伐や既設林道の改良などの路網整備を主な
内容とした今後 5年間の計画が認定されました。

森林整備課　森林計画グループ

■王子木材緑化㈱の山林（吉賀町椛谷）

森林組合等の林業事業体や森林所有者は、森林経営計画を作成することにより、従来の森林
施業計画と同様に、所得税や相続税、法人税の税制上の優遇措置に加え「森林環境保全直接支
援事業」（造林補助事業）による新植から間伐などの保育への補助や、木質バイオマスの買取価
格のアップなどの各種優遇措置を受けることができます。
さらに、植栽などの森林の再生計画を作成することにより、島根県が全国に先駆けて実施し
ている主伐支援（500円/㎥）を受けて循環型林業の確立をめざすことができます。
島根県としては、民有林に占める森林経営計画（≒木材生産団地）の割合を「新たな農林水
産業農山漁村活性化プラン」の第 2期戦略プランの計画期間である平成27年度までに50％まで
引き上げ、その後、70％の計画作成をめざして森林を永続的に経営・管理する仕組みづくりを
推進していくこととしています。

森林経営計画は「森林の価値」を高める「ツール」

島根県内の認定第1号

森林組合等の林業事業体では、木を「伐って」「使って」「植えて」「育てる」の循環型林業を
確立するために、森林所有者等に代わって森林を経営・管理する森林経営計画の作成が重要と
なります。
①高齢化や不在村化が急速に進むなか、森林経営計画作成のために森林組合等の林業事業体
が森林情報を的確に把握することは、長期的に森林を管理する仕組み作りにつながります。

②森林組合等の林業事業体が、天然林を含めた森林をひとまとめに受託するなどして面的な
まとまりをもたせることにより、林内路網整備のネットワーク化や高性能林業機械の稼働
率アップ等につながります。

循環型林業を確立するためには2

1

3

【森林経営計画認定第１号の概要】

性 質 属地的計画

計 画 作 成 者 王子木材緑化株式会社 大阪支店
米子営業所長

認 定 し た 者 吉賀町長

計 画 期 間 H24年4月2日～H29年3月31日

計画対象森林を含む林班の面積合計 669.27ha

計 画 対 象 森 林 面 積 510.09ha

1．林業労働者の募集 2．新規就労者及び雇用主に対する研修
3．林業就業促進資金の貸付 4．林業雇用に関する情報の提供・相談その他の援助
5．雇用改善のための啓発活動

松江市黒田町 432 番地 1(島根県土地改良会館 3F)
TEL(0852)32-0253  FAX(0852)21-4375  E-mail shimane-roukakuc@forestry-shimane.or.jp
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島根県立ふるさと森林公園
松江市宍道町佐々布

島根県県民の森
飯石郡飯南町小田

ふるさと森林公園を管理している島根県立緑化センター
では、公園内の自然を活用したイベントの一環として里
山自然塾を年間１1回開催しています。

県民の森ではトレッキング、木工教室等各種イベントを
開催しています。自然や森の大切さ、木の温かさなどを、
ご自身で感じてください。

◆8月5日㈰
里山木工教室！フクロウのメモホルダー付ペン立てを作ろう！
プロの大工さんの指導で、里山の樹木も使ってフクロウのメモ

ホルダー付きペン立てを作ります。大工道具の使い方も学べます。

◆9月30日㈰
竹を楽しむ！竹で食べる！
里山の竹問題について学び、竹筒で炊き込みご飯、竹フラ

イパンでオムレツ、竹食器も作ります。また、午後はバームクー
ヘンを作り楽しいお茶を！

◆10月14日㈰
秋の里山でキノコを探そう！
園内にあるキノコを散策しながら採取し、専門家に鑑定しても

らいます。食べられるキノコはキノコ汁でおいしく試食します。

◇時間：10:00～15:00　　◇定員：各回20名程度
◇参加料：300円　事前予約が必要です。
◇問い合わせ、申し込み先：
ふるさと森林公園学習展示館  Tel/Fax 0852-66-3586
Eメール morifure@coffee.ocn.ne.jp

島根の自然に触れながら楽しく森を学ぶイベント「サマースクール」を開催予定。
森林インストラクターによる「森のお話」を聞いた後は、高さ15ｍの木を自分の力で登るツリークライミ
ング体験、箸や器作りから始めるそうめん流し体験など内容は盛りだくさん。
※受付は終了しました。

8月～10月の講座のご案内
◆9月23日㈰
森の健康診断＆スギ染めと和紙づくり
〈定員20名〉

◆10月28日㈰
紅葉の等検境縦走〈定員20名〉

〈申込先〉
飯南町 ふるさとの森「もりのす」（旧県民の森研修館）
Tel0854-76-3119
※事前申し込みが必要です。

8月～10月のイベント情報

7月下旬から8月開催

あなたの身近な川や森など「水」または「緑」を
テーマに自由に絵を書いて応募してください。

●応募資格／島根県内の小学生！！
●募集期間／平成24年7月21日㈯から平成24年9月7日㈮

（当日消印有効）
●テ ー マ／身近な「水」「緑」
●規　　定／１）大きさ＝官製はがきサイズ（10㎝×14.8㎝）

※画質、画材、タテ・ヨコ、表現方法は自由！！
ただし、立体作品は不可！

2） 裏面（宛先面）にA、Bを明記すること。（必須）
A：アンケートの回答
Q１「みーもくん」、「みーなちゃん」を以前か
ら知っていましたか？
□知っていた　　　　□知らない

Q2　あなたは、山や海でキャンプをしたこと
がありますか？
□ある　　　　　　　□ない

Q3　2でないと答えた方。キャンプをしてみ
たいと思いますか？
□してみたい　　　　□したくない

B：住所・氏名・小学校名・電話番号・絵のタイトル

●受　　付／郵送のみ
●賞・賞品／優秀賞：10名　県産材筆箱

佳　作：50名　「森づくりすごろく」
●発　　表／選考後、9月末　林業課ホームページで発表します。
●作品展示／発表日以降、島根県内の各施設にて展示します。

展示施設はホームページでお知らせします。
●返　　却／応募作品の著作権は主催者（島根県）に帰属し、応

募作品の返却はいたしません。
●応 募 先／〒690-8501  島根県松江市殿町1番地  林業課

水と緑の森づくりグループ行き
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しまねの森林No.29は
10月末発行予定です！！平成24年4月1日改訂版

上巻・下巻  2分冊 5,775円

新刊

サンケイの松くい虫防除資材
多目的使用（空中散布・地上散布）ができる

スミパイン®乳剤
頼れる松枯れ防止用散布剤

モリエート®SC
ナラ枯れ予防用樹幹注入剤

ウッドキング®SP

伐倒木用くん蒸処理剤

キルパー®40
伐倒駆除剤

パインサイド®S油剤D
樹幹注入剤

グリンガード®エイト
お問合わせは最寄りの県森連・森林組合へ

大阪市淀川区西中島4-5-1　TEL 06（6305）5871

出雲店 出雲市
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林業普及
リポート

農林大
　　だより

発　行：「しまねの森林」発行委員会
　　　　島根県・島根県森林組合連合会・島根県林業改良普及協会・島根県森林土木協会
　　　　島根県緑化推進委員会・島根県林業公社・島根県木材協会・島根県猟友会
　　　　独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター松江水源林整備事務所
協　力：島根県農林水産部　林業課林政企画グループ
発行日：平成24年7月31日
ホームページアドレス：林 業 課　http://www.pref.shimane.lg.jp/ringyo/
　　　　　　　　　　　森林整備課　http://www.pref.shimane.lg.jp/shinrinseibi/

森林・林業総合情報誌

広域 軽架線の安全な設置方法を学ぼう！
「林研グループリーダー研修会」開催

●日時：平成24年7月6日㈮・7日㈯
●場所：飯石郡飯南町
　　　　中山間地域研究センター

松江「ごうぎん希望の森」
活動

●日時：平成24年6月23日㈯
●場所：松江市西忌部町

雲南
雲南市市民参加型
収集運搬システム研修会
～林地残材の出荷で現金と地域通貨をゲット～

●日時：平成24年6月18日㈪
●場所：雲南市掛合町掛合
　　　　市有林

出雲
佐田中学校
緑の少年団活動（間伐体験）
～秋には間伐材でベンチを作ります～

●日時：平成24年6月11日㈪
●場所：出雲市佐田町

浜田「第10回JAいわみ中央
乾椎茸品評会」開催

●日時：平成24年5月23日㈬
●場所：浜田市金城町
　　　　「ふれあい会館」

県央 「効率的な作業システムを目指して！」
～県央事務所管内2森林組合合同現場検討会～

●日時：平成24年6月25日㈪
●場所：大田市三瓶町上山

益田 森林施業プランニング
研修の開催

●日時：平成24年6月20日㈬・21日㈭
●場所：吉賀町有林
　　　　吉賀町役場会議室

隠岐
隠岐の島町
緑のコンビナート推進協議会
関連行事の開催

●日時：平成24年6月18日㈪・19日㈫
●場所：隠岐の島町

農林大 第28回農大祭開催
～名前も中身もリニューアル～

●日時：平成24年7月1日㈰
●場所：大田市波根町
　　　　島根県立農林大学校

県庁林業課
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-kentyou/

東部農林振興センター
URL：http://www.pref.shimane.lg.jp/toubu_norin/matu_nourin/matu_fore/blog_cms/

東部農林振興センター雲南事務所
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-kisuki/

東部農林振興センター出雲事務所
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-izumo/

西部農林振興センター
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-hamada/

西部農林振興センター県央事務所
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-kawamoto/

西部農林振興センター益田事務所
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-masuda_001/

隠岐支庁農林局
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-oki_001/

島根県立農林大学校林業科
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-nodai/
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