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〜地元で育った木を活かして〜
総務部 営繕課

森林整備課 森林保全グループ

しまね木材製品展示･商談会を開催しました！（平成23年10月29日/大阪府豊中市）

も

り

2012
『しまねの森林』フォトコンテスト作品募集中！

しまね木材製品展示・
商談会 関西

林業課 木材振興室

島根県内には52万6千haの森林があり、島根県土に占める割合は78%と全国３位の森林県です。
その森林資源が充実する中で、循環型林業を実現するためには、木を伐ってうまく使う取り組み
が重要になってきています。
このためには、小規模な島根県内の木材需要に加え、大きな需要がある県外にも製品を出荷する
ことで、島根県の木をうまく使っていかなければなりません。
大阪をはじめとする関西圏でさらに島根県産木材を使用していただくために、関西圏の設計・建
築士、工務店を対象に島根県産木材製品の展示・商談会を開催し、37社70名の来場者で賑わいまし
た。
その後、製品の問い合わせや商談につながり、関西圏での取引拡大に期待がふくらみます。
開催日
会 場
主
後

平成23年10月29日（土）
大阪府豊中市内
（須山木材 豊中支店）
催 島根県/斐伊川、江の川下流、
高津川各流域林業活性化センター
援 島根県木材協会/大阪府木材連合会

出展者の皆さん

来場者に熱心に製品を説明

オープニングの様子

島根県スギ横架材スパン表を説明

表紙の説明
②

◆しまね木材製品展示・商談会に出展された県産材製品◆
④

①
③
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①焼き杉板／島根内陸材加工共同組合
②スギフローリング材／株式会社 佐々木馬一商店
③ソフトウッディマテリアル（2011年度グッドデザイン賞受賞）／(財)島根県西部山村振興財団
④くんえん木材／協同組合ヴァーテックス

今回の展示・商談会出展の製材所等
株式会社

佐々木馬一商店（益田市）

協同組合

ヴァーテックス（浜田市）

主な展示品：スギ内装材、スギフローリング ほか

主な展示品：マツくんえん化粧板

島根内陸材加工協同組合（益田市）

須山木材株式会社（出雲市）

主な展示品：ヒノキフローリング、スギ羽目板 ほか

主な展示品：スギ桁材、スギ板材 ほか

竹下木材有限会社（大田市）

日新グループ（松江市）

主な展示品：地松桁材、梁丸太 ほか

主な展示品：ヒノキ合板、スギ複合合板 ほか

高津川ウッディ・クラフト有限責任事業組合
主な展示品：ウッドリバー装飾素材・部材 ほか

今後の展望
関西での「しまねの木」を設計士や工務店に
浸透させるためには、引き続き展示・商談会を
開催するとともに、市場を開拓する様々な方策
を行う必要があると考えています。
また、県内製材所の施設整備や技術者の養成
を図り、県外と取引のできる体制も整えていく
こととしています。
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益田児童相談所
〜地元で育った木を活かして〜
総務部 営繕課
島根県では「益田児童相談所」を地元
益田、高津川流域で育った木材をふんだ
んに使用し、建て替えました｡
流域産木材は構造材から仕上げ材ま
で全てを「杉材」とし､コストを抑える
ため、柱や梁などほとんどの構造材に一
般の流通材を使用するよう構造計画を
行いました。
また、外装はもとより建物内部におい
ても床や腰壁、建具等、内装制限（建築
基準法）の規制対象とならない部分にで
きるだけ多くの木材を用いています｡
県では今後､「公共建築物等木材利用促進法」の施行（H22年10月）を受け策定した「しまね県
産木材の利用促進に関する基本方針」及び「島根県木材利用率先計画」に基づき､今まで以上に多
くの公共建築物に県産木材の使用を進めてまいりますので、木材関連各業界の皆様方には円滑な事
業推進に向け、一層の連携、御協力をお願いいたします｡
【施設概要】
建設場所
益田市高津町
建
物
木造平屋建て、延面積 971㎡
使用木材
木材使用量 211㎥
（構造材・下地材 201㎥、
仕上板材 10㎥）

●外装の杉板張りと石州瓦

●腰壁 杉板12mm縦羽目板張り
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●廊下 構造材の現しと壁の装飾

「安全・安心な住宅部材の供給」−乾燥材の品質評価手法の開発−
中山間地域研究センター農林技術部 木材利用グループ
■はじめに
近年、高温乾燥技術の普及により、背割りのない心持ち柱材に対して材面割れを少な
く乾燥できるようになりました。しかし、樹種や乾燥条件によっては内部割れが発生する
ことがあり、木材を扱うプレカット業者等から内部割れの少ない乾燥材生産が求められ
ています。そこで、内部割れの少ない高品質な乾燥材を供給していく観点から、非破壊
試験法の一つである応力波伝播速度による内部割れ評価手法を開発しました。

■使用する機器
内部割れの評価に使用する機器はいずれも市販の製品です。 ①応力波速度測定機フ
ァコップ、②高周波式木材含水率計、③ノギス（定規でも代用可能です）
。

■内部割れ評価手順
① 被験材を準備します。

② 被験材の木口から30cm以上内側
で、断面寸法（幅と厚さ）を測定
します。

③ 含水率計により2材面の含水率を
測定します。

④ ファコップにより、各対角線方向
で応力波伝播時間を3回ずつ測定
します。

⑤ 各測定値を表計算ソフトMicrosoft Excelを利用した内部割れ評価シート
に入力し、最長の内部割れ長さを求めます。

内部割れ評価シート V.1
① 樹種N.の入力
（スギ：1、
ヒノキ：2）
② 断面寸法の入力
（㎜）
③ 含水率の入力
（%）
④ 一方の対角線方向の
応力波伝播時間の入力
（μ）
⑤ 他方の対角線方向の
応力波伝播時間の入力
（μ）
⑥ 内部割れ評価の表示

幅×材せい
2箇所
1〜3回目
1〜3回目
最長の内部割れ長さ FALSE ㎜

（応力波伝播時間測定位置における
被験材断面の評価です。
）

■内部割れ評価の表示
評価シートにおける内部割れ評価の表示は、右図のように、その測
定位置における「最長の内部割れ長さ」としています。また、この評
価シートは年度内に当センターのホームページに掲載する予定です。
なお、この研究は農林水産省「新たな農林水産政策を推進する実用
技術開発事業」での課題「安全・安心な乾燥材生産技術の開発」の一
環として実施しました。

部
内
の
長
最
図

さ
長
れ
割

内部割れ発生例（スギ）
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隠岐ジオパーク ここに注目!!
隠岐支庁 農林局 林業部

〜「ありえない」植物分布〜
海岸沿いでミズナラ、ナナカマド、イワカガミ、クロベ？？？
隠岐で出会う不思議な光景です。島根県本土では標高の高い地域で
しか見ない植物です。また、隠岐には八百杉、乳房杉、かぶら杉といっ
たスギの巨木があり、鷲ヶ峰山麓にはスギの天然林も広がっています。
隠岐は、今から約１万年前までは、本土と陸続きだったため、小笠
原諸島のように固有種は多くありません。しかし、寒い地域にある植
物と暖かい地域にある植物が一緒に見られたりする「ありえない」島
が隠岐なのです。
この「ありえない」混在の要因には、隠岐の地質や地形・地理ある
いは対馬暖流などが影響していると考えられていますが、もっと大き
く地球史的な背景も関わっているようなのです。

〜隠岐は植物の「逃避地」〜
ち ち すぎ

写真1 乳房杉

隠岐特有の植物分布を説明するには、
「逃避地」の考え方が有力です。
隠岐海峡は水深70ｍ。2万年前の最終氷期最盛期には、海面が今よりも130ｍほど低下し隠岐と本
土は陸続きとなった。高標高地の植物は寒さに耐えきれず、生育が可能な暖かい地域（今は海底に沈ん
でいる地域）に移り（逃避地）、隠岐までたどり着いた。その後、氷期が終わり暖かくなるにつれて、逃
避していた植物は高標高地に戻っていった。そして、海面上昇により再び隠岐が島となったときに、島
内に残っていた高地性の植物が、現在のような特殊な分布を形成した。（図１）こんなストーリーです。
このことは、花粉や遺伝子の分析結果からも裏付けられるようです。

〜隠岐ジオパークの楽しみ方〜
このように、地質だけでなく独特
の生態系も隠岐ジオパークの重要な
要素となっています。
「ありえない」
場所で、思わぬ手軽さで楽しめる隠
岐の自然。皆さんも味わってみませ
んか。初めての方でも大丈夫。色々な
見どころをたどりながら、ときには
詳しい解説も織り交ぜたジオパーク
ガイドのツアーが人気です。きっと
楽しい発見があると思いますよ。皆
様のお越しをお待ちしています。
参考：隠岐ジオパーク推進協議会HP
http://www.oki-geopark.jp/
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図1

植物の逃避の経過
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大 満 寺 山
隠岐の島町／標高：607．
7ｍ

どう ご

隠岐諸島の島
後は、600〜500万年前の隠岐諸島における火山活
どう ぜ ん
動で、島前と同様にカルデラを形成したと言われています。
島後の最高峰、大満寺山はその島後火山の中心火道で、西側では
横尾山（572.8ｍ）
、大峯山（473.9ｍ）
、
などの外輪山が見られ、東側
は海底に半円形状に並んだ外輪山地形を見いだすことができ、
島の
東側が地殻変動により水没したものと考えられています。
隠岐諸島は、ユーラシア大陸の一部であった時代から湖や海の
底であった時代など幾多の変遷を経て、最終氷期の終わった約１万
年前に現在のような離島となりました。
そのため、現在でも南方と
北方の植生が混在するなど独自の生態系を有しています。
大満寺山からアルカリ流紋岩の奇岩 トカゲ岩 に至る わ し隠岐
が みね
自然回帰の森 びょう
では、
高さ80ｍにもおよぶ柱状節理の絶壁、鷲ヶ峰
西郷湾と大満寺山（中央）の夕景
ぶ いわ
（550.0ｍ）の 屏風岩 や、
樹齢200〜400年以上の 天然杉群落 、
ち ち すぎ
樹齢800年と言われる 岩倉の乳房
杉 などが見られます。
あら き
大満寺山山頂へのルートは林道有木線奥からと、林道南谷線の稜線越えから
の2つあり、 岩倉の乳房杉 がある林道南谷線登山口からは約20分で山頂で
す。
また、その登山口の反対方向に鷲ヶ峰登山コースが整備されており、約20分
で鷲ヶ峰分岐、
さらに約40分でトカゲ岩の岩峰へも縦走でき、
途中に林道中谷線
奥の駐車場へ下るルートも整備されています。
〔登山適期：3月〜11月〕
地球（ジオ）に関わる様々な自然遺産を有する隠岐諸島は、2009年10月に日
本ジオパークに認定され、昨年11月には世界ジオパークへの加盟申請が行われ
ており、今年秋にその認定の可否が決定されます。
風化により形作られた奇岩〝トカゲ岩〟
大満寺山は、隠岐ジオパークのシンボリックな秀峰です。
〔内藤暢文〕

シリーズ ⑳
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。

■ タマミズキ（別名：玉水木）（モチノキ科）
本州(静岡・福井県以西）、四国、九州、中国南部、台
湾に分布する落葉高木で、樹高は10〜15mになります。
葉は互生し、葉身は卵状長楕円形で、長さ7〜13㎝、幅
3〜6㎝になり先は尖り、基部は円形です。縁に波状の
細かい鋸歯があります。葉柄は長さ1.5〜2㎝で紅色を

帯びます。果実は核果で直径3㎜ほどの球形で10〜11月
に赤色に熟します。タマミズキの属するモチノキ属は
雌雄別株なので、実の付いているのは雌株になります。
県内の沿岸寄りの地域にやや希に分布しています
が、この木が存在感を発揮するのは赤い実が熟す秋か
ら冬です。冬枯れの中で赤い実をつけている落葉高木
はイイギリかタマミズキです。イイギリの実は房状に
垂れていますが、タマミズキは枝の上方に向かってた
わわに実ります。また、どちらの実も厳冬期まで残っ
ているので、鳥にとってはそう美味しいものではない
ようです。
名の由来は赤い玉のような実が美しく、また直立し
た太い幹と階段状に出る枝の様子がミズキに似ている
ところからつけられたようです。
〔津島辰雄〕

NO.26 /2012.1
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東日本大震災被災地での支援活動
森林整備課 治山グループ

■福島県への治山技術職員
派遣
島根県は、東日本大震災により未曾有の
山地災害を受けた福島県からの応援要請に
応じ、平成23年11月14日から25日まで治山
技術職員2名を東白川郡棚倉町にある福島
県県南農林事務所に派遣しました。

＜派遣先管内の震災被害＞
発生日：平成23年3月11日（午後2時46分）
災害名：東日本大震災
（震度6強、マグニチュード9.0）
県南地域では、地震発
生直後、大規模な土砂災
害が多数発生しました。
人 的 被 害 は 死 者14名、
家屋被害は全壊550棟、

■業務概要
〜「がんばろう福島」の思いを込めて〜
島根県から派遣した治山技術職員は、治
山災害復旧の事業計画書（来年度の予算要
求資料）を作成する業務を行い、7地区（事
業費の合計は約2億3000万円）の成果品を納
めました。

半壊2481棟、一部損壊
8076棟。さらに、福島
第一原発事故による放射
能汚染が加わり「複合大
震災」と呼ばれる災禍に
なりました。

葉の木平地区（死者13名）

○外業−現場の測量、被災写真の撮影

落石現場での外業の様子・・・万代企画員「ここで今、大きな余震があれ
ば、惨事に遭うのは間違いないという認識はありましたが、このような現場ば
かりで、怖いという感覚は不思議と麻痺していました。」

岩盤崩壊により巨岩
の裏の山がなくなって
いる

○内業−図面の作成、概算工事費の積算、事業計画書の編集

執務室での内業の様子・・・菅原主任「数多くの事業計画書を仕上げるため、
黙々とパソコンに向かっていました。
」

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
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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

自然災 害から大切な 森林を守ります

「森林国営保険」森林整備課

森林保全グループ

近年、異常気象等により森林災害が多く発生しています。森林国営保険は、こうした気象災
害（雪害、干害、水害等）や火災に備えるものです。森林所有者の方が整備した森林はもちろ
ん、企業や団体の森林づくり活動で整備した森林についてもご契約いただけます。

◆県内の主な災害事例
昨年は、水分を多く含む重い雪が県内一円に降り、幹折れなどの雪害が多発しました。

平成23年1月 雪害の場合（飯南町）
契約面積 実損面積
2.70ha→ 0.95ha （損害率35％）
掛け金 約6千円/年 スギ38年生
支払われた保険金額 約80万円

◆ご契約の例
樹種：スギ
契約時林齢：１年 保険期間：5年
支払われる保険金額は最大で 188万円
5年分一括払の場合の掛金
25,280円
１ヶ月当りわずか
約420円

平成23年1月 雪害の場合（浜田市）
契約面積 実損面積
2 4 . 8 h a → 0 . 9 9 h a （損害率4％）
掛け金 約3万8千円/年
ヒノキ40年生
支払われた保険金額
約50万円
（1 当りのモデルケース）

樹種：スギ
契約時林齢：26年 保険期間：5年
支払われる保険金額は最大で 279万円
5年分一括払の場合の掛金 34,875円
１ヶ月当りわずか
約580円

※保険金額および保険料は、樹種・林齢・契約面積によって異なります。
ご希望に合わせたご契約が可能ですので、お気軽にご相談ください。。

―ご相談・お申込は、最寄りの森林組合・島根県森林組合連合会へ―
島根県森林組合連合会

0852-21-6247

大田市森林組合

0854-82-8500

松江八束森林組合

0852-24-7228

邑智郡森林組合

0855-72-0277

しまね東部森林組合

0854-32-2680

石央森林組合

0855-42-2400

大原森林組合

0854-43-8711

江津市森林組合

0855-52-2252

仁多郡森林組合

0854-54-0021

高津川森林組合

0856-25-2667

飯石森林組合

0854-62-1520

隠岐島後森林組合

08512-2-0493

出雲地区森林組合

0853-22-4433

隠岐島前森林組合

08514-2-0664

島根県農林水産部森林整備課 松江市殿町１番地 TEL 0852-22-6546

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

ᯇỤᕷ㯮⏣⏫ 㻠㻟㻞 ␒ᆅ 㻝㻔ᓥ᰿┴ᅵᆅᨵⰋ㤋 㻟㻲㻕
㼀㻱㻸㻔㻜㻤㻡㻞㻕㻟㻞㻙㻜㻞㻡㻟㻌 㻌 㻲㻭㼄㻔㻜㻤㻡㻞㻕㻞㻝㻙㻠㻟㻣㻡㻌 㻌 㻱㻙㼙㼍㼕㼘㻌㼟㼔㼕㼙㼍㼚㼑㻙㼞㼛㼡㼗㼍㼗㼡㼏㻬㼒㼛㼞㼑㼟㼠㼞㼥㻙㼟㼔㼕㼙㼍㼚㼑㻚㼛㼞㻚㼖㼜
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平成２４年度

島根県立ふるさと森林公園
松江市宍道町佐々布

「水と緑の森づくり会議」委員の募集
āȤȞȱȞɞȧɦȞɄऋɬ౺əȳఝɉĂڤɁڤఘɄ౺ߤɅ
ݢज़ɄॻმࢼᄵɈੰદɁȳȦĂࣷ༃Ăଜޏ࣍ɈဿݛɄɃȥɣĂఝᆹ
ɈێငɉɦȯɦȴĂਃ༥ȦమɭɁȞɘȳă
āॻɁɉĂਃ༥ȱȹఝᆹɬ೩ɣȵĂɬۋɚᆶၹȥɄఝɬ૫Ɉ౦
ൣɅۜȧॅȞɁȞȩȹɛɅĂိ28༃Ʌ೯ಡȱȹĶɂᆶɈఝȿȩɤ
ಉķɬঈɂȳɥĶɂᆶɈఝȿȩɤૢࣞķɅɢɤĂॻɈఝȿȩɤ
ɬమɛɀȞɘȳă
āȭɈૢࣞɬৌݪโɅଌૈȳɥȹɛĂॻმɈޣȯɭɈɺɼʟɻɺɂઞ
ݡɬࡊႨɅĂɢɤᆯȞమɛၫɬॻɂɂɜɅ৽ȢɀȞȹȺȩĶɂᆶɈఝ
ȿȩɤࡼޏķɈိ35༃ۙڳɈȠȻၕۙڳ5შɬ3ॢݚȥɣၕୠ
ȱɘȳă
āȱȩɉĂ
ĶɂᆶɈఝȿȩɤķ
ǤǬɞఛဧ௫ɄɃɁȤඪɣȵȳɥᅅ
ฤɁȳă
ఝȿȩɤɅ࠲ఘɈȜɥॻმɈޣᅕɈȮܾၕɬȤȻȱɀȞɘȳă

【水と緑の森づくり会議の概要】
໘ ā ᅎ ɂᆶɈఝȿȩɤɅ࠲ȳɥ૫ɈૢਐɅȾȞɀॽڷɬȞ
ȹȺȧɘȳă
šॻმɈɺɼʟɻɺɬߤȥȳȭɂ
šॻმɈઞݡɬണమȳɥȭɂ
šॻმȦโɅࡅކȱĂଌૈȱɢȠɂȳɥଲɤ೨ə
Ʌൎȳɥૅ!ܧຑ
ۙڳ৭ 8შ
ၕۙڳ5შɈɕȥĂ
ఝᆹĆʴˁˋʞɻ
ɺĆ࣋ۋɈ߂ယᄘɈۙڳɁ৭ă
āāࡖ ڳంɈġိ36༃4ॢ42ɘɁ
ާޑౘ ༃4ޑา
ၡୟ¦ᆟྣ ၡୟ¦ᆟྣāࡼޏɅಌȱȹ௲ਗɅĂ
ॻɈࡤฤɅࡊȿȧૅࢣȱɘȳă

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

2月〜3月の講座のご案内
◆2月5日㈰
竹を楽しむ！
里山の竹問題について学び、竹筒で炊き込みご飯や、
竹フライパンでオムレツ、竹食器も作ります。また、
竹で、一輪ざしまたは、竹灯明も作ります。
◆3月4日㈰
木と火の里山での出会い！
薫製と花炭づくりを楽しむ！
炭焼き等里山での木と火の結びつきを学び、さくら
のチップで簡易燻製づくりや、花炭づくりに取り組み
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

【問い合わせ先】
ॻෝᆹࣞݻɂᆶɈఝȿȩɤʑʗʛʭ
UFM!1963.33.7114

島根県の恵み豊かな自然、
緑豊かな森林を撮ろう！！

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

◆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

「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。

所

〒

−

Ｔ Ｅ Ｌ
氏

（

）

名

（

職業または学校名
撮影場所
撮影年月

市町村
平成

年

月

日

作品タイトル

☆こちらの募集要綱は、島根県農林水産部林業課ＨＰから印刷できます☆ 2012しまねの森林フォトコンテスト
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）才

検索

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

ȱɘɇɈఝᆹ Op/38 ɉ
5 ॢჂཡᅅฤɁȳĊ
Ċ
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現地
広域

フ ラ ッシ ュ

平成23年度

高性能林業機械
オペレーター研修

松江

●日時：平成23年11月8日㈫〜11日㈮
●場所：邑智郡邑南町下口羽地内

●日時：平成23年11月28日㈪
●場所：安来市広瀬町布部

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

出雲

いずも地域の菌床しいたけ
増産体制強化を目指す

〜ＪＡいずも第3菌床製造施設竣工式〜

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12月1日㈭
●場所：出雲市神西新町

海岸マツ林防風
竹垣設置研修会

浜田木材流通センター
運営検討会を開催

〜森林組合と素材生産業者の意見交換〜

●日時：平成23年12月15日㈭
●場所：浜田市金城町 石央森林組合

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

「たたらを伝承
ヤスキハガネの森」
間伐作業体験

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

隠岐

●日時：平成23年11月26日㈯9時〜11時
●場所：益田市遠田町内の海岸林

高性能林業機械を
利用した低コスト作業
システム講習会

●日時：平成23年11月28日㈪
●場所：隠岐の島町 木木館

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/

農大だより

林業普及
リポート

雲南

「顔の見える木材での
家づくりツアー」
ｉｎ 雲南の開催

●日時：平成23年11月27日㈰
●場所：仁多郡奥出雲町大馬木ほか

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

大盛況！江の川木材共販
市場10周年記念市開催

●日時：平成23年11月4日㈮
●場所：邑智郡邑南町下田所
「江の川木材共販市場」

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

「樹木医学会第16回大会」において
桐田龍一君が卒論で実施した課題研究
の成果を発表しました

●日時：平成23年11月27日㈰
●場所：東京都文京区
東京大学・弥生講堂（一条ホール）

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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