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林業課 水と緑の森づくりスタッフ

2011「しまねの森林」フォトコンテスト最優秀賞作品

今年もやります！

も

り

2012
『しまねの森林』フォトコンテスト作品募集開始！

新しく始まる
「森林経営計画」
と
「森林環境保全直接支援事業」
森林整備課

森林計画グループ、森林育成・間伐グループ

❶ 森林経営計画について
従来の森林施業計画よりも「面的まとまり」や「森林経営の強化」を重視しています。

（図：林野庁作成）

作成主体
森林所有者又は森林経営の委託を受けた者が計画を立てることができます。

属地的計画
面的管理を行うための計画で、対象面積が林班の1/2以上を占めること等が要件です。

属人的計画
単独の所有者が100ha以上の森林を自ら所有していること等が要件です。

島根県の方針
島根県では、従来人工林を主体に設定してきた「木材生産団地」を核として、資源としての天然
林を取り込んだ新たな「木材生産団地」による集約化を進めるため、平成24年4月から認定を開始
する「森林経営計画」制度を活用することとしています。
「森林経営計画」は、市町村単位では該当市町村長、複数市町村にまたがる場合は県知事、複数
都道府県にまたがる場合は農林水産大臣の認定を受ける必要があります。この際、森林組合等林業
事業体が森林所有者から森林経営を受託した計画作成や複数の森林所有者による共同作成などが
可能となります。
表紙の説明
◆2011「しまねの森林（もり）
」フォトコンテスト入賞作品◆
「しまねの森林」発行委員会では、古事記編纂1300年祭にあわせ、
「神話の森林（もり）
」をテーマとして、作品募集を行いました。神話のふるさと島根を
連想させる、森林の神秘的な姿を撮影した作品が多数寄せられました。
表紙の作品は、最優秀賞を受賞した西村千代子さんの「受け継がれるいのち」です。
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平成23年4月に森林法が改正され、国の「森林・林業再生プラン」が制度的に具体化されましたが、その大
きな柱が現行の「森林施業計画」から改められた「森林経営計画」による施業の集約化など「森林計画制度」の
見直しです。
また、今年度から創設された「森林環境保全直接支援事業」（造林補助事業）は、補助の対象を「森林経営計
画」の作成者に限定し、集約化に向けた努力やコスト縮減意欲を引き出しつつ必要な経費を支払う事業です。

❷ 造林補助事業（森林環境保全直接支援事業）について

集約化を進め、地形・地質等に応じた
計画的な路網整備・木材の搬出を推進

補助対象者
従来は、森林施業計画を作成していない場合も補助の対象にしていましたが、今後は森林経営計画を策定した者
に限定して支援します。
ただし、平成24年度は暫定措置として「森林施業計画」の作成者であれば支援の対象となります（25年度以降の
暫定措置は未定）。

搬出間伐の補助要件（平成23年度と同様）
施業面積が5ha以上 かつ 搬出材積が10㎥／ha以上
間伐及び更新伐については、利用可能な伐採木が搬出されずに林内に放置されている状況を改善するため、平成
23年度からは、森林経営計画の区域内で一定量（実施面積 1 ha当たり平均10㎥以上）の木材を搬出している場合に
支援します。

補助金を受けるための手続き
補助を受けようとする場合は、あらかじめ実施予定箇所、事業量、実施予定箇所周辺の林内路網の状況等を記載
した「事前計画」を知事に提出する必要があります（森林組合等に補助金の申請・受領に関する事務を委任するこ
とができます）。
「森林経営計画」並びに造林補助事業に関するご相談は、最寄りの各農林振興センター又は隠岐支庁へお問い合わせ下さい。
NO.25 /2011.10
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新しい
「道づくり」
が始まります
〜高津川圏域を事例とした
“林業専用道”
の位置づけと今後の展望〜
益田県土整備事務所 治山・林道グループ
1．はじめに
平成21年12月に農林水産省が策定した「森林･林業再生プラン」では、路網整備について、「林
道」と、新たに導入された「林業専用道」
、細部路網としての「森林作業道」を組み合わせた路網
ネットワークの構築が重要であるとされています。
島根県においては、平成21年度から【県単木材生産加速化路網整備事業】により用途を森林施業
に限定した低コストで耐久性の高い道づくりを展開しており、林業専用道に先駆けた取り組みとし
て高い評価を受けています。
2．林業専用道とは
これまでの林道は、高規格によるコストの高さから整備延長の遅れが指摘されてきました。一方
で、森林資源の成熟に伴い、木材生産機能を十分に備えた路網整備の必要性が高まっています。以
上のことから、新たな概念として林業に
特化した「丈夫で簡易なみち」として導
入されたのが「林業専用道」です。
3．高津川圏域の状況
○アンケート結果・分析
「林業専用道」や「今後の路網整備」に
おいて想定される課題・問題点について
整理すべく、県内の林業事業体や高津川
圏域の自治体を対象としたアンケート
調査を行いました。分析の結果、林業専
用道の認知度は高く、その必要性を認識
しつつも、維持管理や費用負担を懸念す
る関係者が多いことが明らかとなりま
した。

○今後の課題・展望
林業専用道の設計の際には、開設から維持管理までを含めたライフサイクルコストを意識するこ
とが重要となります。また、維持管理上得られたデータを収集、分析し将来の設計・施工へフィー
ドバックする環境整備が課題になると推察されます。
これから本格的に林業専用道の開設が始まりますが、「新たなみち」である林業専用道のPR・普
及に力を入れて参ります。また、耐久性や維持管理の観点からも、自治体や林業事業体と意識を共
有し連携していくことが重要であると考えています。
4
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「平成23年度民間木造建築促進事業」
を活用した施設について
林業課 木材振興室
県では、民間建築物（住宅を除く）の新築などにおいて、木造化・木質化を推進し県産木材の利
用促進を図ることを目的に、本年度から「民間木造建築促進事業」を実施しています。このたび、
一次募集で採択した施設が完成しましたので
紹介します。
邑南町において農業参入してブルーベリー
観光農園（農園名：ハッピーベリー農園）を
開設している㈲河野建材が本事業を活用し、
来園者が農園内で収穫したブルーベリーを材
料にジャム作り・石窯によるパン焼き体験の
できる施設を建設しました。
すべて県産材で建築された建物は、桁にト
ラス工法を採用することで 8 ｍスパンの広い
空間を確保するほか、開口部が広くなるよう
屋根、側壁に角度をつけ、開放感を演出して
建物は周囲のアカマツ林や芝の緑とマッチしています
います。

施設概要
事業主体

邑智郡邑南町上亀谷456−1

建物名称

ハッピーベリー農園
体験施設「Ombrage ─オンブラージュ─」

有限会社河野建材

＊Ombrageは仏語で「木陰」

建築場所

邑南町下亀谷848−1

建

木造平屋建て

物

施設内は、木の香りがとてもよく来園者に好評です。

使用樹種・箇所

延床面積88平方メートル
木材使用量20立方メートル

スギ：フローリング、壁、天井、桁、束
マツ：垂木、間柱、筋違
＊いずれも県産木材

問い合わせ

ハッピーベリー農園
電話：0855−83−0373
開園期間 7月中旬〜9月初旬まで
HPアドレス http://happyberry.chu.jp/
建物は高台の上にあり、農園が一望できます。
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2011「しまねの森林(もり)」
フォトコンテスト入賞作品決定!!
「しまねの森林」発行委員会

最優秀賞

島根県の森林・林業情報誌「しまねの森林」では、県内の恵み豊かな自然、緑豊かな森林の魅力を広
くお伝えするため、2006年からフォトコンテストを開催しています。
第6回となる2011『しまねの森林』フォトコンテストでは、古事記編纂1300年祭（平成24年度）
に合わせ、「神話の森林（もり）」をテーマとして募集を行いました。
昨年10月から今年7月までの募集期間に、県内外の28名の方から52点の作品の応募があり、去る9
月14日に日本写真協会会員の成相吉堯氏（松江市在住）を委員長とする審査委員会（審査委員5名）に
より、厳正な審査を実施し、入賞作品を決定しました。委員長からは「応募作品数は多くなかったが、
入賞作品はいずれもレベルが高い」とのお言葉をいただきました。
2012年も引き続きフォトコンテストを開催します。より多くの方からのご応募をお待ちしています
（詳しくは、10ページのインフォメーションをご覧下さい）。

優秀賞

「受け継がれるいのち」
（大田市）

「八重垣神社社叢」
（松江市）

西村千代子

入江

影山

入選

薫

「神木の森」
（出雲市）
槙野

昇子

2011「しまねの森林（もり）
」
フォトコンテスト入賞作品展
のお知らせ
11月6日㈰ 10：00〜15：30
第25回ますだ産業祭
（益田市市民学習センター）

「豊かな森林」
（大田市）
角場

「神様いるかな？」
（松江市）

孝美

平成24年1月5日㈬〜1月15日㈰

島根県立図書館

「志多備神社」
（松江市）

朝雄

石倉

貞昭

佳作

「秋の古刹にて」
（出雲市）
尾崎

「歴史を刻む」
（出雲市）
渡辺

学

「スポットライト」
（出雲市）

康成

飯塚

「秋色渓谷」
（吉賀町）
佐々木祐子

祐司

「分け入っても青い山」
（安来市）
佐伯

範夫

2012「しまねの森林」フォトコンテストを実施します! 詳しくは10ページのインフォメーションをご覧ください。
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比 婆 山
安来市／標高：280.0ｍ

たかまがはら

日本最古の歴史書 古事記 では、
天と地が開かれ高天原に現れ
た最後の神がイザナギノミコトとイザナミノミコトと記されていま
す。
この二人の神によって本州など14の島々と数多くの神々が生ま
れましたが、火の神を生んだときにイザナミノミコトが大やけどで
はは き
死んでしまい、
出雲国と伯伎（伯耆）国の国境の比婆之山に葬られ
たと記されており、
多数の伝承地がありますが、江戸時代の国学者
もとおりのりなが
本居宣長は 古事記伝 の記述でこの比婆山を有力視しています。
比婆山山頂には、イザナミノミコトを主祭神とする比婆山久米神
社とその御神陵があり、
古くより各地の豪族などの崇拝が厚く、戦
あま ご つねひさ
国時代の尼子経久も厚く信仰していたと伝えられ、江戸時代には峯
山大権現と呼ばれ信仰を集めました。
この山頂の神社近くには、直
径が 2 〜 3 ㎝の真竹のような幹に、
笹のような大きな葉（幅約 6 ㎝、
安来市伯太町横屋から望む比婆山
長さ約25㎝）を付け、
島根県の天然記念物にも指定されているイン
ヨウチク（陰陽竹）という珍しい竹が分布しています。 た わ の う ち
登山コースは、横屋集落の久米神社からの横屋コースと、
峠之内集落からの峠
之内コースの 2 コースが一般的で、いずれも30分程度です。
〔登山適期：9 月〜
6 月〕
日本の成り立ちと国造り、国譲りなどの神話が記された 古事記 上巻の主
な舞台である島根県では、古事記編纂1300年にあたる2012年（平成24年）をひ
かえ、
県内各地で観光キャンペーンが展開され、
比婆山も 古事記 の神話ゆか
りの地として紹介されています。
比婆山は、古代のロマンを秘め、今も地元の人々に大切に祀られている霊山で
山頂にある比婆山久米神社と御神陵
す。
〔内藤暢文〕

シリーズ ⑱
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。

■リンボク（別名：ヒイラギカシ、カタザクラ）（バラ科）
本州（太平洋側は関東地方以西で日本海側は福井県
以西）、四国、九州、沖縄に分布しており、暖地の照葉
樹林を構成する常緑高木です。バラ科サクラ属として
は数少ない常緑樹の一つで、山地の谷間などの湿り気
の多いところに生育しています。葉は互生し、先端は

尾状に尖り、基部は広いくさび型で、表面には光沢が
きょ
あります。葉の縁は波打ち、若い木では針状の鋭い鋸
し
歯がありますが、老木では鋸歯がなくなります。サク
みつせん
ラ属特有の蜜腺は葉の基部に一対ありますが、あまり
目立ちません。
そうじょうかじょ
花期はサクラ属としては珍しい 9 〜10月で、総状花序
の白い小さな花を多数つけます。同属のウワミズザクラ
やイヌザクラとよく似た花です。県内全域にまれに分布
していますが、群生地はないようです。花の時期に照葉
樹林のある川沿いを車でゆっくり走っていると見つか
ることがあります。
リンボクの名の由来は定かではありませんが、若い
木の葉がヒイラギに似ていることからヒイラギカシの
別名があります。
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ツキノワグマの大量出没を堅果類等の豊凶から探る
中山間地域研究センター 農林技術部 鳥獣対策グループ
■これまでの堅果類の豊凶と出没状況
ツキノワグマの捕獲数は、人里への大量出没年（2002、2004、2006、2008、2010
年）には平均79頭で、出没の少なかった平常年の平均21頭に比べて約 4 倍も多くなりま
した。また、目撃数も大量出
᭷ᐖᤕ⋓
㘒ㄗᤕ⋓
⥭ᛴ㑊㞴
┠ᧁ௳ᩘ
1400
㻝㻢㻜
没年には増加しました
（図 1 ）
。
㻝㻠㻜
1200
一方、堅果類の豊凶をみると、
㻝㻞㻜
1000
凶作年は並作年または豊作年
㻝㻜㻜
┠
ᤕ
800
ᧁ
⋓ 㻤㻜
と 1 年おきに出現しており
（表
௳
㢌
ᩘ
600
ᩘ
㻢㻜
1）
、大量出没年と一致しまし
400
㻠㻜
た。したがって、
森林内の餌資
200
㻞㻜
源の不足が大量出没の大きな
0
㻜
㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜
要因と考えられました。
図1
表1
ブ
ナ
ミ ズ ナ ラ
コ
ナ
ラ
シ バ グ リ
クマノミズキ
◎：豊作

◯：並作

2003
×
◯
◯
◯
◯

2004
×

×
×

◯
×

×：凶作

捕獲数と目撃件数の推移

堅果類等の豊凶

2005
◎
◯
◯
◯
◎

2006
×
◯
◯
◯
×

2007
×
◎
◯
◯
◎

2008
×
◯
×
◯
×＊

2009
◯
◎
◯
◯
◎

2010
×＊
×
×
×＊
×

＊：西部地域の一部では並作

■早期診断による豊凶調査
本県でのこれまでの堅果類等の豊凶は、一部の地域の目視調査と聞き取り調査によって評価していました。評価
は、凶作（なしまたは一部）
、並作（まばらで偏りあり）
、豊作（全体に一様分布）に区分していましたが、調査者に
よって差があり、また全県をカバーしていない問題もありました。そこで、今年から双眼鏡による早期診断マニュア
ル（森林総研のマニュアルを参考にした島根県版）によって、データを数値化した調査を 8 月下旬から 9 月上旬に
実施しています。調査標本木は、雲南、県央、浜田および益田地域のブナ、ミズナラ、コナラ、シバグリ、クマノミ
ズキ各10〜30本を設定しました。調査は、 1 本ずつ測定時間
（30秒× 5 回）内にカウントした結実数から計算式によって果
᭱
200
実密度を算出し、樹種毎に平均した果実密度から豊凶を判定し
㇏
150
ᯝ
ます。豊凶の目安は、最大果実密度の半分以上であれば豊作、
ᐇ
ᐦ
1/4以上であれば並作といったイメージです（図
2）
。
ᗘ 100
咁
また、雲南地域では、さらにシードトラップによるブナ、ミ
ಶ
୪
䠋
ズナラ、コナラの落下量の調査を 5 年間実施して、県下のクマ
䟝 50
咂
ป
の餌資源の量や年変動を把握し、環境収容力を推定します。こ
0
れらの調査によって、ブナ科堅果類等の豊凶とクマの人里への
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ᖺ ᗘ
大量出没との関連について詳しく検証する予定です。
（主任研究員 澤田 誠吾）
図2 豊凶判定のイメージ

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 Ｎ Ｃ Ｓ
くん蒸ヤシマ与作シート
カシナガ予防薬剤
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

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
8

NO.25 /2011.10

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 5 F
TEL０６−６８８６−０２４１ FAX０６−６８８６−０２４２

県民参加の森づくり活動

「みーもの森づくり事業」
水と緑の森づくりスタッフ
＜水と緑の森づくり事業＞
島根県は、県土に占める森の割合が約8割にもなる森林県ですが、多くの山が手入れがされず荒
廃しています。そこで、平成17年度から県民のみなさんから「水と緑の森づくり税」（個人は500
円）を御負担いただき、荒廃した森林をきれいにし、次世代に引き継いでいく取組を進めています。
（再生の森事業）また、県民参加の森づくり活動に活用しています。（みーもの森づくり事業）

●再生の森事業

⇒

放置された森林では光が遮られ、
草も生えず、ひとたび大雨が降ると
表土が流出する恐れがあり、災害の
危険が増加します。そのため水と緑
の森づくり事業で間伐をしてやり
森を再生させます。
森を守るためには木を伐り、使う
ことも必要となるのです。

●みーもの森づくり事業
僕は 水と緑の森づくり イメージキャラクターの みーもくん です。
県民自らのアイデアと参加で森づくりを行おうというのが「みーもの森
づくり事業」です。先日松江市の津田幼稚園で行われた県産木材を使った、
森を利用する取組「ロボ木ーをつくろう！！」 イベントを紹介します。
島根大学特任教授山下先生による
講和会では、「木育」のすばらしさ、
島根県の森林の現状や、水と緑の森
づくり税の説明、子ども達が自然に
触れること、木を使ったおもちゃで
遊ぶことの大切さなどをユーモアを
交えながら講演を行われました。

みーもくん

みーなちゃん

親子で協力して組み立てます。子ども
も親もすごく真剣！木のおもちゃの力っ
てすごいですね！
木を使うことでしまねの森がどんどん良くなり、子ども達も
すくすく成長するなんてとても良い事ですね。山下教授はこの
あとも「みーもの森づくり事業」で島根県内7箇所500人以上の
幼稚・保育園児にロボキーを使った木育活動を実施されます。

1．
林業労働者の募集
3．
林業就業促進資金の貸付
5．雇用改善のための啓発活動

2．
新規就労者及び雇用主に対する研修
4．
林業雇用に関する情報の提供・相談その他の援助

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
NO.25 /2011.10
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島根県県民の森

島根県立ふるさと森林公園

飯石郡飯南町小田

松江市宍道町佐々布

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。

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。

11月〜1月のイベント情報

11月〜1月の講座のご案内

◆11月6日㈰
紅葉の指谷奥縦走〈定員20人〉

◆11月6日㈰
間伐材で芸術の秋を！フクロウの置物とマグネットどめ作り！
間伐の大切さを学び、プロの大工さんの指導で、間伐材で、
素敵な親子ふくろうの置物とマグネットどめを作ります。

◆11月13日㈰
紅葉の琴引山縦走〈定員20人〉
◆11月27日㈰
ドライリースのクリスマス飾り作り〈定員20人〉
◆12月11日㈰
初冬の大万木山トレッキング〈定員20人〉
◆1月15日㈰
スノーシューで雪の森を歩こう〈定員20人〉
〈申込先〉 飯南町ふるさとの森 もりのす（旧県民の森研修館）
TEL 0854−76−3119
※事前申し込みが必要です。
【特別企画】山のエネルギー利用体験会の開催
（飯南高原祭りと同時開催）
11月6日㈰ 飯南町役場大駐車場 9：00 〜 15：00
木質バイオマスエネルギーの活用事例
・木質ペレット燃料製造及びペレットストーブ実演
・薪燃料を利用するボイラー、チップ燃料を利用した温風
発生装置の実演
・薪ストーブ実演展示
・ナラ枯れ被害等のパネル展示

島根県の恵み豊かな自然、
緑豊かな森林を撮ろう！！

◆12月4日㈰
里山素材のリースをつくろう！
里山に自生するツル植物や木の実等を、散策しながら採取
し、味のある里山素材のリースを仕上げます。間伐したヒノ
キの葉も用意します。
◆1月8日㈰
これぞ、春の七草
春の七草について、その薬効も含めて学び、実際に採取し、
七草がゆで試食します。七草の背景や、伝承文化としてのと
んどさんについても学びます。
◇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

2012
（森林・林業総合情報誌）

も り

●テーマ 「しまねの森林」
森林には、木材生産、二酸化炭素の吸収、渇水や洪水の緩和、保健・レクリ
エーションなどの多面的な機能があります。身近な森林や山々、シンボル的な
樹木、森と人とのふれあい、森に育まれている野生動植物などの写真をご応募
下さい。(スナップ写真大歓迎）
●応募作品
一人5点まで応募いただけます。ただし、島根県内で撮影した未発表のもの
に限ります。（組写真は不可、デジタルは写真は可
●写真サイズ
2Ｌサイズから4切ワイドまでとします。台紙貼り付けは不可です。
デジタル写真の場合はＡ4サイズ、又はＡ3サイズでも可です。
●応募方法
必要事項を記入した応募用紙を作品の裏側にセロテープでとめてご応募下さ
い。
●応募締切

平成24年7月31日
（火）当日消印有効
●応募・お問い合わせ先

「しまねの森林」発行委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町１番地
島根県庁林業課林政企画グループ
TEL0852-22-5163
●表彰
最優秀賞1点（賞状・賞金3万円）
入選3点（賞状・図書カード5千円）
優秀賞 2点（賞状・賞金1万円）
佳作5点（賞状・図書カード3千円）
※同一の応募者の方の重複しての受賞はありません。
●審査
主催者が委嘱する審査委員会において選考、決定します。
森林・林業総合情報誌「しまねの森林」（№29）平成24年10月号の紙面に
入選作品を掲載のうえ発表します。また、入賞者には直接通知します。
●応募上の注意
◆人物を被写体とする場合は、応募に際しては必ず本人の承諾を得て下さい。

10
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◆入賞作品の版権は、主催者に帰属します。使用したフィルム（ポジ、ネガ）
、
画像データ（CD-Rなどのメディア）を後ほど提出していただきますので
保管をお願いします。
◆応募作品は原則として返却しません。ただし、返信用封筒（切手貼付、宛名
明記）を同封で応募のあった返却希望者には、審査終了後返却します。
入賞作品は返却しません。
◆入賞作品は、「しまねの森林」ほかの広報に使用します。
◆入賞作品の広報にあたっては、氏名を公表します。
◆応募用紙に記載された個人情報は、入賞通知などの連絡にのみ使用し、その
他の目的では一切使用しません。

主催／
「しまねの森林」発行委員会
2012「しまねの森林」
フォトコンテスト 応募用紙
住

所

〒

−

Ｔ Ｅ Ｌ
氏

（

）

名

（

職業または学校名
市町村

撮影場所
撮影年月
作品タイトル

平成

年

月

日

）才

出雲店

出雲市

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

伐倒木用くん蒸処理剤

頼れる松枯れ防止用散布剤

伐倒駆除剤

ナラ枯れ予防用樹幹注入剤

樹幹注入剤

スミパイン®乳剤
モリエート®S C

ウッドキング®SP

キ ル パ ー ®40
パインサイド®S油剤D
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

NO.25 /2011.10

11

現地
広域

『中国・四国ブロック林業
グループコンクール』を開催

フ ラ ッシ ュ
松江

〔二川愛林会〕が島根県代表で活動発表

●日時：平成23年9月30日㈮〜10月10日㈪
●場所：松江市東出雲町
ホープフルタウン

●日時：平成23年7月27日㈬〜28日㈭
●場所：出雲市 ニューウエルシティ出雲ほか

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

出雲

地区の皆さんが森林整備
〜大社町日御碕地区の植栽マツ下刈作業〜

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

浜田

●日時：平成23年9月25日㈰
●場所：出雲市大社町

椎茸ほだ場研修会
開催される

●日時：平成23年8月24日㈬
●場所：浜田市弥栄町
弥栄会館、現地

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

津和野町
益田 「森の健康診断」

2011
しまね県民住宅祭

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

農大だより

林業普及
リポート

雲南 「県産材100％の
美容院」完成
●日時：平成23年8月完成
●場所：雲南市木次町

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

活用
県央 「民間木造建築促進事業」
農園体験施設オープン！！
●日時：平成23年8月1日㈪
●場所：邑智郡邑南町下亀谷
「ハッピーベリー農園内」

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

をジャパン
隠岐 「隠岐の黒松」
農大
ホームショーでPR

●日時：平成23年9月19日㈪
●場所：鹿足郡津和野町

●日時：平成23年9月28日㈬〜30日㈮
●場所：東京都江東区
東京ビッグサイト

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

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

高性能林業機械実習

●日時：平成23年10月6日㈭〜10月11日㈫
●場所：飯南町
中山間地域研究センター試験林

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

森林・林業総合情報誌
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