間

伐
は

吸

森林・林業総合情報誌

みどり
を育てる

深

呼

島根県の間伐材を使用し
た印刷用紙・間伐ホワイ
ト〔国産材（間伐材パル
プ10％を含む）70％を配
合〕を使用しています。

しまねの

森林
も
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NO.

平成21年4月号

り

通巻255号

平成21年度 愛鳥週間用ポスター図案コンクール

入賞作品

全国コンクール入選

出雲北陵高等学校2年

伊藤

雲南市立木次中学校3年

由子

出雲市立河南中学校2年

周藤千亜子

藤江

津和野町立青原小学校6年

佑紀

島根県立大社高等学校2年

山本恵利那

吉田

2 島根県の森林の将来
4 木造住宅を建築される方へ

7

森林のたより

森林整備課 森林計画グループ

森林へ行こう！

vol.⑪

仏経山（斐川町）

しまねの自然

森林のトピックス

シリーズ⑨

県産木材を生かした木造住宅づくりを応援します!!
林業課 木材振興室

5 チェーンソーの安全技術・技能研修基本から学ぶ
6「緑の募金」を活用した緑の少年団活動
森林のトピックス

㈳島根県林業公社 林業労働力確保支援センター

ズームアップ

理紗

クロベ（ネズコ）

8『田舎ごこち』ソウダ、田舎デ暮ラソウ
9 飼育イノシシを使った
そこが知りたい

シリーズ②

林業課 林業普及スタッフ

森林の研究

イノシシ用侵入防止柵の効果試験
中山間地域研究センター

㈳島根県緑化推進委員会

も

り

2009『しまねの森林』フォトコンテスト作品募集中

森林のたより

島根県の森林の将来
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森林整備課 森林計画グループ

NO.
平成21年4月号
通巻255号

島根県には約52万ha森林があり、県土面積に占める森林の割合（林野率）は、約
79%を誇る全国第3位の森林県です。この広大な森林を適正に経営・管理し、次の世
代に引き継ぐことは重要な責務といえます。この責務を全うするためには、森林に対す

表紙の説明
◇平成21年度愛鳥週間用
ポスター図案コンクール
入賞作品
島根県では、県内の小・中
学校、高等学校、特別支援学
校の児童・生徒を対象として、
広く県 民に野鳥 保 護 思 想の
高揚を図るために、
「平成21年
度 愛 鳥 週間用ポスター図案
コンクール」の県予選を平成
20年に実施しました。
今回は、50校 から543点
の応募があり、特選5点、入選
10点などの入 賞作品を決 定
しました。
表紙の作品は、全国コンク
ール へ 出品した 特 選 作 品で
す。
なお、全国コンクールにお
いて、出雲北陵高校2年伊藤
由子さんの作品が入選しまし
た。

る取り組みの基本的な方向性と将来展望を共有することが必要になります。
そこで、将来の森林のあるべき姿について議論を重ね、
「森林と木材の長期見通し」
として整理しました。そして、その考え方をふまえた上で、全国森林計画に即した地域
森林計画の見直しを行いました。

「森林と木材の長期見通し」のポイント
①森林の循環システムの構築
○木材生産量を漸増する必要性
○低コスト化とリスク低減を基本とする取り組み
②木材生産の場を前提とする「森林経営」と最小限の手入れを前提とする「森林管理」
の2つの手法による森林整備

◇平成22年度愛鳥週間用
ポスター図案コンクール
作品募集中！
締め切り：平成21年7月21日
（火）当日消印有効
応募・お問い合わせ先：
島根県農林水産部森林整備
課鳥獣対策室
TEL0852-22-5160

森林経営・管理
植林・天然更新
森林整備

2009
「しまねの森 林」
フォトコンテスト
作品募集中
も

豊かな森林
荒廃森林の解消

森林経営・管理による森林と木材の循環システム

「しまねの森林」発行委
員会では、島根県の恵み豊
かな自然、緑豊かな森林を
多くの人々に理解して頂く
ために、テーマを「しまね
の森林」として作品を募集
しています。

森林経営

（フォトコンテストの詳 細は平
成20年10月号 ま た は 島 根 県
林 業 課 のホームページをご覧
ください。
）

森林管理

島根県林業課ホームページ

機能保全
循環システム

未来を見つめ、人と自然と産業の豊かな調和をめざします。

松江支店
松江市殿町111 松江センチュリービル4F TEL（0852）21−4411
NO.15 /2009.4

木材生産

機能保全

森林経営・森林管理による循環システムの構築

http://www.pref.shimane.lg.jp/ringyo/

2

伐採

り

緑と水を育む豊かな森を明日の世代へ
−制度資金のご融資を通じて地元林業を応援します−

松江支店 農林水産事業
〒690-0887 松江市殿町１１１番地（松江センチュリービル７階）
T E L：0852-26-1133 E- ：
 @ . . . 
FAＸ：0852-24-5334 ＨＰ： ://. . . . /

森林のたより

地域森林計画の見直し
地域森林計画は農林水産大臣がたてる全国森林計画に即して、県内の民有林について森林計画区別に森林の
整備及び保全に関する基本的事項や目標などを定める計画です。
昨年10月21日に全国森林計画が5年ぶりに策定され、望ましい伐採や植栽の姿、保安林面積などが示され
ました。これにあわせて県内4つの森林計画区の森林整備・保全に関する目標数量の見直しを行いました。
見直しにあたっては森林・林業を取り巻く現状を踏まえ次の点について考慮しました。
① 「森林と木材の長期見通し」の考え方を踏まえた計画
② 人工林資源が成熟期に入り広葉樹資源も過熟気味で資源が充実した状況
③ 県産木材の供給量が横ばいから僅かに上向き傾向
④ 県内の木材関連製造業から県産木材の安定供給の要請
⑤ 人工造林伐採後の適切な森林再生の必要性

地域森林計画に基づく目標（4計画区合計）
木材生産（木材供給）計画量
500
400
主伐
300

間伐

200
100
0

現状

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

平成23年度末… 新たな農林水産業・農山漁村活性化計画 木材生産目標
39万7千㎥を目指す
平成30年度末…10年後には木材生産 約50万㎥を目指す
造林・天然更新 計画量

8,515ha

8,073ha

県内において今後10年間で
2万ヘクタールの伐採を見込む

再造林
拡大造林
天然更新

そのうち、
人工造林→6割
天然更新→4割

3,500ha

NO.15 /2009.4
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木造住宅を建築される方へ

県産木材を生かした
木造住宅づくりを応援します！！
林業課 木材振興室
県産木材を使用した木造住宅の建築促進と
県産木材や石州瓦の利用促進を図るため、県
産木材を使って住宅を新築・購入又は増改築
される方に対し、県産木材の使用状況に応じ
て助成します。
屋根材に石州瓦を使用される方については、さ
らに上乗せの助成を行います。
詳しくは、㈳島根県木材協会まで、お問い合わ
せ下さい。
■事 業 名 県産木材を生かした木造住宅づくり支援事業
■事 業 主 体 ㈳島根県木材協会
■助成対象者 県内に自ら居住するために住宅を新築・購入又は増改築される方（施主）
■対象となる住宅
①県産木材※1を構造材※2に50％以上使用する新築・購入、増改築住宅
②県産木材を構造材に50％以上使用し、石州瓦を使用した新築・購入、増改築住宅

T O P I C S

※1「県産木材」とは、島根県内の森林で生産され、㈳島根県木材協会の会員が製材・加工した木材です。
※2「構造材」とは、通し柱、管柱、梁、桁などです。

■助 成 額
○県産木材を使用する
新築・購入住宅

県産木材使用
1㎥当たり2万円

○県産木材と石州瓦を
使用する新築・購入住宅

県産木材使用
1㎥当たり2万円

○県産木材を使用する
増改築住宅

県産木材使用
1㎥当たり2万円

○県産木材と石州瓦を
使用する増改築住宅

県産木材使用
1㎥当たり2万円

最大で
30万円
＋

石州瓦使用
1㎡当たり480円
最大で
15万円

＋

石州瓦使用
1㎡当たり480円

■助 成 期 間 平成21年 4 月 1 日〜平成22年 3 月31日
■補助金の申込み及び問合わせ先
㈳島根県木材協会 TEL 0852−21−3852

森林の中で働く人のお手伝いをします

島林労確｜

検索

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．高性能林業機械の貸付
5．林業雇用に関する情報の提供・相談その他の援助
6．雇用改善のための啓発活動

島根県林業労働力確保支援センター（社団法人 島根県林業公社内）
松江市母衣町55番地4（松江商工会議所ビル 6 F）TEL
（0852）32-0253 FAX
（0852）21-4375
E-Mail shimane-roukakuc@forestry-shimane.or.jp
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最大で
40万円

最大で
20万円

森林のトピックス

チェーンソーの安全技術・
技能研修基本から学ぶ
社団法人 島根県林業公社（林業労働力確保支援センター）
森林の適正な維持管理を推進するためには、優秀な林業労働力の確保と就労の安定を図ることが重要な課題です。
このため、将来のリーダーになり得る担い手を対象に、当センターでは各種の研修事業を実施しています。
○安全な伐木作業とは
安全な作業とは、
「作業者が、対象木を作業開始から、終了まで十分
なコントロール下に置くこと」です。これには、作業者がコントロール
できる能力＝技術・技能･判断力を有していることが大前提です。だか
ら、しっかりした指導の下に正しい知識を身につけ、基礎訓練をしっか
り行うことが大事です。講師の著書より引用
○技術指導者はだれ
今回は、特に林業の基礎となるチェーンソーワークについて、卓越
した技術指導者の静岡ＮＰＯ法人ジット・ネットワークサービスから、
石垣正喜、米津 要、桧谷利雄の三氏を講師に招き、技術の向上と作業
の安全、労働災害防止を目的に、チェーンソー安全技術・技能教育研修
会を開催しました。
○参加者はだれ
研修会は、 3 月 3 日㈫〜 4 日㈬の二日間、大田市の県立農業大学校
と、大田市水上町の山林を会場に、今年度グリーンマイスター養成研修
修了者を含む、森林組合から 6 名、民間事業体から 5 名、計11名の方に
参加していただきました。
○目からウロコの体験
初日は、チェーンソーの目立てについて、日頃の癖、欠点等に対して
厳しい指摘を受け、目立ての基本からフォームに至るまで、きめ細かい
徹底した個別指導をいただき、改めて目立ての重要性を痛感しました。
また、丸太の試し切り、伐倒の受け口づくりの訓練やロープワークを教
わりました。
二日目は、実際に現地に入り、指差し安全確認、伐倒技術の訓練を重
点に、ロープワークによるかかり木処理等初めて経験する安全作業に、
目からウロコの体験でした。終了後の講評、意見交換会でも活発な質疑
が交わされ、充実した有意義な研修会に研修生も満足な様子でした。
二日間の短い時間でしたが、目を見張る技術・技能の修得により、一
層の作業効率の向上と安全に対する認識を学ぶことができたと思いま
す。
今後も、こうした研修を通じて新しい技術・技能の修得に積極的に取
り組み、安全作業の推進に努めたいと思います。

自然との調和
松くい虫防除薬剤

松くい虫駆除薬剤

松くい虫予防薬剤

瞬間殺蜂スプレー

ヤシマスミパイン乳剤
ヤシマスミパインＭＣ

ヤシマ ＮＣＳ
ちゅらシート
カシナガ予防薬剤
ケルスケット

グリーンガード・エイト

ハチノックＬ・Ｓ

マツグリーン液剤２
モリエート ＳＣ

ヤシマ産業株式会社 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 5 F
TEL ０６−６８８６−０２４１ FAX ０６−６８８６−０２４２

NO.15 /2009.4
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「緑の募金」を活用した緑の少年団活動
㈳島根県緑化推進委員会
「緑の少年団」は、次代を担う少年達が森林や樹木に親しみ、集団による活動をとおして緑
を愛する人間性豊かな社会人に育っていくことを目的に結成されています。
島根県では、小中学校や地域を単位として96団（9,938名）が結成されており、緑の募金
をもとにして森林林業に関する学習活動、奉仕活動、野外活動等を行っています。
近年、団数、団員数ともに伸びており中国四国地方でトップとなっています。

【学習活動】森林の下刈り、植樹

【奉仕活動】田植えの手伝い

【奉仕活動】花壇の手入れ

【奉仕活動】街路の草花栽培

活動発表大会・交流集会

【奉仕活動】梨の袋掛け

森林

ぶっ

きょう

ざん

仏 経 山

へ行こう！vol. 11

●斐川町／標高：366ｍ

いりうみ

出雲国風土記には、入海（宍道湖）を囲む４つのかんなび山（茶
臼山、朝日山、仏経山、大船山）が登場します。
「かんなび」とは、
「神の隠れこもる」という意味で、かんなび山
（神名火山・神名樋山）は、信仰の対象として崇められた特別の山
を示しているものと考えられています。
そ ぎ の や じんじゃ
現在、仏経山のふもとにある曽枳能夜神社は、この地方（キヒサ
き ひ さ か み たか ひ このみこと
の里）の守り神である伎比佐加美高日子命をまつる神社で、出雲国
風土記によれば、かつて山頂にあったようです。
仏経山の北東約2.8㎞には、358本の銅剣などが出土し日本史を覆
こうじんだに い せき
す大発見の舞台となった荒神谷遺跡があり、この荒神谷からわずか
どうたく
か
仏経山と斐川平野
３㎞余りしか離れていないところに、全国最多の銅鐸が出土した加
も いわくら い せき
ぐう け
茂岩倉遺跡があります。さらには出雲郡の郡家（役所）がこの山の
うしろだに い せき
ふもと（後谷遺跡）にあったことなど、古代においてこの地域が特別な場所で
あったことが推察されます。
仏経山の名は、中世、戦国武将である尼子経久が、仏教に深く帰依して、こ
の山に12坊の寺院を建立し、尼子氏の安泰を祈ったことに始まります。
山頂（アンテナ塔付近）へは、広域農道（出雲ロマン街道）沿いの仏経山入口
の標識に従って駐車場へ至り、
ここから歩いて約45分ほどです。途中の展望台か
らはオロチ神話の斐伊川や出雲平野の向こうに出雲北山を望むことができます。
仏経山は、二千年ハスの花咲く初夏の荒神谷史跡公園とともに、古代の息吹
荒神谷史跡公園の二千年ハスと仏経山
を感じさせてくれる出雲地方を代表する山です。
〔内藤暢文〕 （右上）

しまねの自然

シリーズ ⑨

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。

■ クロベ（ネズコ）（ヒノキ科）
出雲市の北に連なる出雲北山（弥山山系）の最高峰
が鼻高山（標高536m）です。この北側上部斜面にクロ
ベがひっそりと生育しています。
クロベはヒノキ科クロベ属で、秋田県から中部地方、
四国の山地上部から亜高山帯の尾根筋に分布していま
す。また、島根県では隠岐島と出雲北山に分布が確認
されています。
木曽五木（ヒノキ・サワラ・アスナロ・コウヤマキ・
クロベ）の一つといった方がわかりがはやいのでしょ
うか。江戸時代はこの五木を停止木として尾張藩の御
用材以外の伐採は禁止され、
「檜一本首一つ」といい、
盗伐した者は厳罰に処されたといわれています。
「クロベ」の由来は黒部渓谷に多いからだと思われが
ちです。しかし、ヒノキやアスナロと葉がよく似てお
しろ ひ
り、アスナロの葉裏は白く「白檜」と呼ばれるのに対
くろ ひ
し、葉裏の気孔帯があまり白くないので「黒檜」→ク
ロベと呼ばれるようになったといわれています。ちな

左：ヒノキ

右：クロベ

クロベ

みに葉の鱗片の大きさはヒノキとアスナロの中間程度
の大きさです。
北方に生育しているクロベがなぜ島根に自生して
いるのか？興味深いところですが、最終氷期の最寒冷
期（約 2 万年前）には隠岐島と日本列島がつながって
おり、冷温帯の植物であるクロベも南下してきたと考
えられています。氷河期が終わり暖かくなっても島根
の地に生き残ってきた貴重な植物です。
特に、鼻高山の北斜面は紅葉と弁慶で有名な鰐淵寺
の社寺林として、千数百年のあいだ人為の破壊から保
護されてきました。まさに「氷河期の生き残りの植物」
なのです。
〔津島辰雄〕
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そ こ

が

知りたい シリーズ②

林業課 林業普及スタッフ

森林・林業をとりまく、
‘旬’な話題をシリーズでお届けします。
コ

コ

◆
『田舎ごこち』ソウダ、田舎デ暮ラソウ。◆
■島根県が都会の若者達に向けて本を出版！
雇用情勢が悪化している現在において、
「農林水産業」が注目されています。この様ななか、
県では農林水産業への就業に向けた「きっかけ」づくりを目的として、本を出版いたしました。
タイトルは『田舎ごこち』。
県内で農林水産業に従事されている20代から40代のＵ・Ｉターン10組の皆さんにインタビュ
ーを行い、
・農林水産業、島根を選んだ理由
・経営状況・仕事ぶり
・ライフスタイル などについて紹介しています。
ひな

■著者「鄙びと」とは？
溝口知事の提案から始まった今回の出版プロジェクトは、農林水産部の若手職員
（？） 5 名が編集員となり取り組みました。コンセプトの決定から始まり、初体験とな
る取材・撮影、そして原稿の執筆までの作業を、まさに体当たりで行ってきたのです。
そして出版にあたり、著者名を「鄙びと」とすることにしました。「鄙」とは田舎を
意味しており、島根をこよなく愛する 5 人にふさわしい名称だと思っています。
■登場するのは？
林業関係では次の 3 組の皆さんを紹介しています。
①田代信行さん＆祐子さん（益田市 東京都からＩターン）
信行さんは益田市役所の造林作業員として勤務しながら、休日には森林インスト
ラクターおよび環境ＮＰＯのメンバーとして活動。妻の祐子さんも公民館の嘱託を
務める傍ら、女性林業研究グループ「フレッシュミセス」に参加して、かずらのリ
ースづくりに取り組むなど、二人とも多忙な日々を送られています。
②妹尾孝信さん（奥出雲町 兵庫県からＩターン）
造林作業員として仁多郡森林組合に勤務している妹尾さんは、元・ジュエリークラ
フトマン。島根県林業労働力確保支援センターの林業就労支援講習で知り合った仲
間達と、自然農法による米づくりにも取り組もうとしている自然を愛する行動派！
③山室太平さん＆弥生さん（益田市 滋賀県からＩターン）
益田市匹見町にわさび栽培が目的でＩターンされた山室夫妻ですが、太平さんは
益田市役所の造林作業員として匹見町内の森林整備に関わりながら、土日には妻の
弥生さんとわさび栽培に取り組んでおり、『半農半林』を実践中です。

田代夫妻

妹尾孝信さん

山室夫妻

■『田舎ごこち』の申し込みは？
県外だけでなく、当然、県内の書店でも販売されますが、数量に限りがありますので、出版社に早めの注文をさ
れることをお薦めします。
㈲ワンライン 〒693−0021 出雲市塩冶町1173番地1
TEL 0853−21−0068 FAX 0853−21−4511
ホームページ http://oneline.main.jp ※携帯サイトからも注文できます。
（甲佐秀司）
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飼育イノシシを使ったイノシシ用侵入防止柵の効果試験
中山間地域研究センター 農林技術部 鳥獣対策グループ

の

研
究

■はじめに
イノシシによる農作物被害を防ぐため、様々な種類の侵入防止柵が使用されていま
すが、その効果については十分に検証されていません。そこで、これまで使われてき
た侵入防止柵の効果を当センターで飼育しているイノシシを使って検討しました。

■一般的なイノシシの侵入防止柵
イノシシの防止柵には、ワイヤーメッシュ、トタン、金網、ネットなどを使った物理
的な侵入防止柵と電気ショックによって撃退する電気柵があります。これらの柵は200
〜1,000円／ｍ程度と比較的安価であることから県内でも一般的に使われています。

■各侵入防止柵の効果
餌箱の前方に各侵入防止柵を設置した後、イノシシ（成獣♂、成獣♀、幼獣） 3 頭が試験コースに進入してから
各柵（物理柵は高さ60〜90㎝、電気柵は高さ40㎝の 2 段）を突破するまでの時間を計測しました。防風ネット柵、
有刺鉄線柵、金網フェンスはいずれも 3 時間以内の短時間で突破されました。これらに比べて、トタン柵とワイヤ
ーメッシュ柵では24時間以上、電気柵では51時間と突破に要した時間が長くなりました（図 1 ）。突破方法は、ト
タン柵とワイヤーメッシュ柵は「跳び越え」
、金網フェンスは「跳び越え」と「潜り込み」
、防風ネット柵は「食い
破り」、有刺鉄線柵は「潜り込み」でした。電気柵は、頭部に電牧線が接触して電気ショックを受けずに侵入した場
合と電気ショックを受けた際に驚いて
（時間）
60
前方へ飛び出して侵入した場合があり
成獣♂
※1
50
ました（写真 1 〜 3 ）。
成獣♀
幼獣
以上のことから、物理的な侵入防止柵
40
はいずれの資材もイノシシの能力に対
30
※1
して強度と高さが不足していると考え
20
られました。また、電気柵はイノシシの
10
鼻鏡が電牧線に接触した場合には高い
※2 ※2
効果がありましたが、効果的に電気ショ
0
電気柵
ワイヤーメッシュ柵
トタン柵
金網フェンス 防風ネット柵
有刺鉄線柵
ックを与えられない場合には侵入され
図１ 各侵入防止柵を突破するまでの時間
る危険があることがわかりました。
（※ 1 電気ショックに驚いて突破。※ 2 成獣♂の突破によって破損したために計測不能）
今回の試験は、各柵を突破しないと餌
を食べられないという厳しい条件下で
実施しましたが、今後はこの試験結果を
基に、より侵入防止効果の高い資材の組
み合わせ等を検討して、効果的な侵入防
止対策を確立したいと考えています。
写真１ トタン柵を押し上げる
写真２ ワイヤーメッシュ柵を
写真３ 電牧線に触れる
（主任研究員 竹下幸広）
跳び越える

社団法人 島根県森林土木協会
◆治山事業、林道事業及び
森林整備事業の普及促進

松江市母衣町55林業会館
TEL：
（0852）
21−2669
FAX：
（0852）
21−2231
E- ：
  -@... 
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インフォメーション
元気がでる！

島根県県民の森（飯石郡飯南町小田）

県民の森へ行こう!!
県民の森へ行こう!!
4月末から7月のイベントのご案内
《県民の森ふれあい講座》
申込先：県民の森研修館

TEL 0854
（76）
3119

◆4/26（日） 早春の県民の森トレッキング（定員20名）
◆5/10（日） 山菜教室（定員20名）
◆5/10（日） 大万木山サンカヨウ観察会（定員20名）
◆5/23・24（土・日）新緑の県民の森トレッキング（定員20名）
◆5/31（日） 等険境縦走（定員20名）
◆6/ 7（日） 毛無山・鯛の巣山縦走（定員20名）
◆6/21（日） 木工教室・どーぞのイスと読み聞かせ・
カトラリーづくり（定員20名）
◆6/28（日） キャンドル制作 スローライフのすすめ
キャンドル作家・hanaさんと作ろう
（定員20名）
◆7/12（日） デジタルカメラ教室 自然を美しく残そう
（定員20名）
◆7/11・12（土・日）初夏の県民の森トレッキング（定員20名）

もう！ 島根県立ふるさと森林公園
身近な自然に親し
松江市宍道町佐々布
触れ合おう！

「里山自然塾」に参加してみませんか？
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12回開催しています。

5月〜7月の講座のご案内
◆5月17日（日） 第1回講座
「新緑の草木で、
コケ玉をつくろう」
新緑の園内で出会う特徴ある草木をコケ玉にいけて、里山の情
緒を楽しみます。
間伐材のコケ玉スタンドも作ってみましょう。
◆6月7日（日） 第2回講座「里山の自然で草木染め」
里山の染料の素材で、実際にいろいろ染めてみます。
草木染め
の基本もわかります。
気に入った素材で、オリジナルハンカチを作ります。
◆7月5日（日） 第3回講座「間伐材の和紙アラカルト」
間伐材の皮の和紙をいろいろアレンジ
◇時間：10:00〜15:00

県民の森は山陰唯一の森林セラピー基地に認定されていま
す。
森林の癒しの効果を5感で感じ取られてはいかがでしょう
か。
いつでも県民の森をご案内します。
お気軽にご相談くださ
い。
詳しい情報はホームページをご覧ください。
http://www.pref.shimane.lg.jp/chusankan/mori/

◇定員：各回20名程度
◇参加料：実費（300円程度）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 0852-66-3586

◆隠岐の島町で
「森の展示会」
を開催！

隠岐支庁農林局

平成21年3月3日㈫から8日㈰まで、隠岐島文化会館において、隠岐の豊かな森林やそれを活用した林業分野の取り組み
について住民の皆さんに広く知っていただくためのＰＲ展示会を開催しました。

2008「しまねの森林フォト
コンテスト」入賞作品展

「隠岐（しま）の木に囲まれた
暮らし」モデル空間

「水と緑の森づくり」や「森の恵み（特用林産物）」についてもパネル展示を行いました。

メールマガジン

も

り

『しまねの森林』
メンバー募集中！
森林・林業・木材産業に関する各種情報を満載したメールマガジンを配信します。
◆配信内容
配信周期：毎月1回程度（不定期）
料
金：無料
主な内容：行政情報、イベント情報、
募集情報、木材市況など
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◆登録方法
パソコン・携帯電話から次のメール
を送信していただければ、登録は完了
となります。
宛先：ringyo@pref.shimane.lg. jp
題名：メルマガ登録
本文：ご職業
（例）林業
お住まいの市町村
（例）松江市

全面改訂された

島根県土木部・農林水産部の

「島根県公共工事共通仕様書」
〜平成20年4月1日以降適用〜

2分冊(本編・別冊(施工管理基準)) ご購入希望の方は、下記へご連絡ください。
申込用紙を FAX にてお送りいたします。ご記入の上ご返送お願いします。
セット価格計
円

6,300

ご注文・お問い合わせは

ハーベスト出版［㈱谷口印刷内］
TEL 0852-36-9059 FAX 0852-36-5889
URL http://www.tprint.co.jp/harvest/ E-mail : harvest@tprint.co.jp〒690-0133 島根県松江市東長江町902-59

林業・木材製造業
労働災害防止協会
島根県支部
〒690−0886 松江市母衣町55
林業会館3F
TEL 0852−21−3852
FAX 0852−26−7087

森林の緑を守り、緑を育てる
−主要販売品目−
◎林木苗畑（除草剤、殺虫、殺菌剤）
◎松くい虫防除薬剤（スミパインMC、林業用NCS）
◎林地除草剤（フレノック粒剤、ザイトロンフレノック微粒剤）
◎樹幹注入剤（ネマノーン、グリンガードエイト、マツガード）

山陽薬品株式会社

島根支店

〒690-0011 松江市東津田町1252
TEL
（0852）23-3721 ㈹ FAX（0852）27-5322

豊かな緑 豊かな水をみんなで守る。
「緑の募金」運動が多くの皆様に理解され、
！

「緑

県民挙げての運動として発展していきますよう

を

の

募

金

」にご協

ご協力お願いします。

力

（特定公益増進法人）
松江市母衣町55 島根県林業会館内
TEL（0852）21−8049 FAX
（0852）
21−8231

森林は、いつも危険と隣りあわせ

森林国営保険 に入りませんか
マモルくん

ؽ

࣯

◯樹種、林齢に制限はありません。
（天然林、竹林は除く）
◯1年単位で、ご希望の年数で加入できます。

大量積雪による幹折れ、
根返りなどの損害

山火事で受けた損害

◯火災、風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害、
噴火災の8つの自然災害が対象。

最寄の森林組合・森林組合連合会・県庁森林整備課までお気軽にお問い合わせください。
サンケイ化学の松くい虫防除資材
多目的使用
（空中散布・地上散布）
が出来る

新発売

伐倒木用くん蒸処理剤

伐倒木くん蒸用生分解シート

松枯れ防止樹幹注入剤

マツノマダラカミキリ成虫誘引剤

スミパイン ＭＣ

散布用薬剤

モリエート ＳＣ

®

キルパー®

®

除草はおまかせ下さい！
竹類に効果抜群です！

クズ株処理剤

ビオフレックス®

グリンガード®・エイト
お問い合わせは

マダラコール®

非農耕地用除草剤

1株−ワンプッシュ 経済的

県森連・森林組合へ

サンケイ化学株式会社
大阪市淀川区西中島4-5-1

大阪営業所

TEL 06（6305）
5871

九州営業所
福岡市博多区博多駅前1−4−4
☎ （092）
473−6521
FAX（092）
451−8195

本 社 八束郡東出雲町大字錦浜583−10
☎ （0852）
53−0670
（代）
FAX（0852）
53−0674
E-mail：notsu@tx.miracle.ne.jp

育林、林産、森林土木、造園等の施工管理

安全・安心・美味しい

緑を育て水をはぐくむ

日本産原木しいたけ栽培を応援します

大和森林株式会社
代表取締役社長
本社

椎

名

宜

三

島根県松江市東朝日町87番地6 〒690−0001
☎
（0852）
21−6222㈹
営業所 松江、
益田、
鳥取、
三次、
岡山

三 次 支 所
広島県三次市畠敷町916−2（三次地方卸売市場内）
TEL 0824−63−1226 FAX 0824−63−2012
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現 フラッシュ
地

広域

島根県林業労働力確保支援センター主催
「林業就業支援講習」

松江

●日時：平成21年2月9日㈪
●場所：大田市波根町
農業大学校

もり森市民
体験ツアー

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

浜田

●日時：平成21年3月8日㈰
●場所：出雲市多伎町奥田儀ほか

知事も参加！漁業者と高校生等による
うみと森の植樹祭開催！

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

隠岐

●日時：平成21年3月14日㈯
●場所：益田市大草町

隠岐支庁農林局
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-oki̲001/

発
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島前、島後で「しいたけ
栽培講習会」を実施！

●日時：平成21年3月7日㈯、8日㈰
●場所：西ノ島町別府、隠岐の島町東郷

西部農林振興センター益田事務所
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-masuda̲001/

森林・林業総合情報誌

伝統技術に学ぶ
「木造住宅勉強会」

●日時：平成21年3月14日㈯
●場所：浜田市田橋町
たばせや

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

益田

「緑の森再生事業」
〜市民森林づくり活動記念植樹〜

●日時：平成21年3月14日㈯
●場所：松江市島根町
「マリンパーク多古鼻」

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

出雲

林業普及
リポート

農大だより

雲南

間伐体験！
雲南市立西小学校

●日時：平成21年3月5日㈭
●場所：雲南市大東町
西小学校林

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

県央

しまね企業参加の森づくり「三井住友
海上の森・石見銀山」森林保全活動

●日時：平成21年3月7日㈯
●場所：大田市大森町
「世界遺産センター周辺山林」

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

農大

スノーシューで
歩け！歩け！

●日時：平成21年1月23日㈮
●場所：飯南町小田

島根県立農業大学校森林管理科
URL：http://blog.goo.ne.jp/f-nodai/
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