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しまねの木 木質化改装電車について
林業課木材振興室

事 業 名： 平成25年度森林整備加速化・林業再生事業
事業目的： 県産木材の新規用途への導入促進
事業内容： 車両室内の木質化
事 業 費： 36,608千円
補 助 金： 30,000千円（木材製品及びその加工費）

一畑電車㈱が、補助事業を活用して、電車車両の内装木
質化を行いました。
ヘッドマークも県産木材製の「しまねの木」のマークに
なっています。
電車への木材の利用は、燃えにくいことや精度が高く、
狂いのない加工が必要なことなどの制約がありますが、こ
れらを克服して車両の内装木質化が実現しました。
使用した木材は、全て県産木材のスギ、ヒノキ、コナラが使われています。
県産木材の供給については、県内の木材業者が連携して取り組みました。
一畑電車㈱では、このほかに主要駅の内装木質化、県産木材PRコーナーと木製ベンチの設置
など、林業・木材業界と連携した県産木材のPRに取り組んでいます。
地元利用のほか、全国から多くの利用客がある一畑電車の取組であり、県内外への情報発信を
期待していましたが、その後、新聞、テレビ、鉄道雑誌など多くのメディアで紹介されて、PR
効果が高まりました。
この取り組みを契機に、建築用途に加えて、電車、バス、客船など新たな用途への利用拡大が
図られるものと期待しています。
みなさんも、ぜひ木質化電車に乗車して、しまねの木の良さを実感してください。

出雲大社駅
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雲南きのこの里づくりプロジェクト
東部農林振興センター雲南事務所
雲南地域は、県内の菌床きのこの約半数を生産し、売上
額が年間10億円を超える県内有数のきのこの生産地です。
しかし、椎茸価格の低迷や燃油の高騰による生産コストの
増大などにより、菌床きのこを取り巻く状況は年々厳しさ
を増しています。本プロジェクトでは、生産者の収益率を
上げる取組として、販売促進や商品開発を行っていますの
で、その内容をご紹介します。
■奥出雲椎茸「雲太」の紀ノ国屋プロモーション
高級スーパー「紀ノ国屋（東京）」にて、椎茸の消費が落ち込む 6 月に長期間滞在して、店頭
での販売促進活動とバイヤー等へのアンケート調査を実施しました。生産者自らによる店舗販売
は、生産方法などを消費者に直接丁寧に説明することから、東日本大震災以降、産地や品質にこ
だわる本物志向の強い客層に効果的なPRとなりました。まじめな印象の強い「しまね農産品」に
対する評価も高く、この結果、6，7月期は例年の40倍を超える量の「雲太」が売れ、現在も好調
に販売量を伸ばしています。
【雲太とは】
奥出雲町の㈲奥出雲椎茸が、5年の歳月をかけて独自開発した椎茸種菌。肉厚
で高品質・多収量の特性を持ち、県内で初めて種苗登録申請（H24）した優良
菌種として期待が高い。品質の良さとその大きさから、平安時代の大建築の順位
（1位「雲太」
、2位「和二」
、3位「京三」
）の名称で、出雲大社を表す“雲太”と
命名。
※
「和二」
→奈良の東大寺大仏殿、
「京三」
→京都御所の大極殿

きのこ特集 ①

■飯石森林組合「ぷりっと」の商品開発
生産コスト削減のため、椎茸の種菌と栽培方法を刷新しました。ゼロ
からの再スタートで試行錯誤を重ねた結果、これまでの椎茸に比べ食味
が良く、色が明るく水分の少ない日持ちのする椎茸が完成しました。広
島で行ったマーケティング調査では、美味しい！と好評を博し、
「ぷりぷ
りした食感がたまらない」との評価が多かったことから、商品名を「ぷ
りっと」と命名しました。今年 6 月から、松江のスーパーラパンにて先
行して発売を開始しましたが、生産が追いつかない好調な売れ行きとなっています。
■いろいろある雲南の菌床きのこ

エリンギ

クロアワビタケ

舞茸

ハナビラタケ

是非この秋、
「雲南のきのこ」をご賞味ください。

一
般
財団法人
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シリーズ
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■島根県内の森林・林業・木材産業に携わる「プロフェッショナル」な人にインタビュー■

岩地正男さん
島根県指導林家
森の名手名人
第36回森喜作賞（経営部門）受賞

○この度の山陰両県初となる森喜作賞の受賞おめでとうご
ざいます。
ありがとうございます。森喜作賞はきのこ類関係の中でも国
内最高峰の賞で、とても私の手の届くような賞ではないと思っ
ていましたが、大変光栄に感じています。今回の受賞を機にま
すます研鑽を重ねて、地域の乾しいたけ生産の振興に務めてい
きたいです。

○岩地さんの作る乾しいたけは「山のアワビ」と称されるほどですが、生産のこだわりを教え
てください。
私のこだわりは、しいたけの採取から乾燥作業を終えるまでしいたけを丁寧に扱うことですね。
採取の際に、しいたけのヒダの部分に指が触れてしまうとヒダが倒れてしまい、乾燥後の見栄えも
悪くなってしまいます。また採取時に新聞紙をしいたけの間に挟んで傷や汚れがつかないように工
夫しています。その結果、見た目にも美味しい乾しいたけができるわけです。

きのこ特集 ②

○原木乾しいたけの将来についてどのように考えていますか？
乾しいたけの出汁は日本の文化である和食には欠かせない 3 大うまみ成分の 1 つだと聞いたこ
とがあります。しかし、最近は風味のうすい安物の輸入品が増え、本来の原木乾しいたけの味を知
らない人が増えているように感じます。さらに、生産者の高齢化や東日本大震災後の原発事故によ
る風評被害の影響を受けて市場価格が落ち込み、生産量が年々減っています。そのような厳しい状
況の中で、少しでも多くの方々に国産の原木乾しいたけのおいしさを知ってもらえるよう、今後も
高品質な乾しいたけ生産とPRに励んでいきたいと思います。

○今後の目標を教えてください。
まず私自身の目標として、全国品評会での上位入賞を目標に生産量を維持しながら高品質な乾し
いたけの生産を行うことですね。さらに、幸いにも私自身は後継者に恵まれていますが、地域の後
継者を育成し、技術を次世代に引き継ぐことが大きな目標です。
【インタビューを終えて】
原木乾しいたけ生産への熱いこだわりが岩地さんから伝わってきました。
乾しいたけ生産を通して
地域のリーダーとして活躍される姿はまさに「プロフェッショナル」です。

サンケイの松くい虫防除薬剤
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

微量注入用

スミパイン®乳剤
モリエート®S C
樹幹注入剤

キ ル パ ー ®40

ナラ枯れ予防用樹幹注入剤

ウッドキング®DASH

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丁目5番1号
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TEL 06（6305）5871

きのこ特集 ③
林業課林業普及スタッフ

シリーズ⑥

■健康食品「しいたけ」の成分

「しいたけ」は、健康維持や増進に役立つ成分
がたっぷり含まれる「健康食品」です。
今回は体に良い、しいたけの「成分」について
ご紹介します。

■ビタミンD2
腸からのカルシウムの吸収を助け、丈夫な骨づくりに
欠かせない成分です。2時間程度天日に当てるだけでも、
数十倍に増えるそうです。
■食物繊維
便秘、肥満、糖尿病などの生活習慣病や、大腸がんな
どの予防に注目される食物繊維が豊富に含まれます。消
化吸収されないのでダイエットにも有効です。
■βグルカン（レンチナン）
免疫活性を高め、細胞のがん化を防ぐ多糖類です。数
種類のβグルカンの中でも「レンチナン」は抗がん剤臨
床薬として厚生労働省の認可を受けています。インフル
エンザのなどの感染症の予防効果も期待できます。

■グアニル酸
血小板の凝集を抑制し、血液をサラサラにします。心
筋梗塞や脳梗塞を予防します。昆布のグルタミン酸、鰹
節のイノシン酸と肩を並べる、3大うまみ成分の一つで
す。
島根県ではしいたけの他にもいろんなきのこが生産さ
れています。
美味しくて、栄養豊富で低カロリー食品の「しまねの
きのこ」を今後もよろしくおねがいします！
（一般財団法人日本きのこセンター「しいたけ健康読本」参照）

■エリタデニン
悪玉コレステロールを減らして、善玉コレステロール
を増やす働きが有あります。コレステロール値を正常に
保つことで、心疾患や脳血管疾患の原因になる動脈硬化
を予防します。
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田坂

将 さん

中心から人物をずらし、美しく整備された
人工林を強調した構図が素晴らしいです。

「杉林を行く」
（出雲市）

最優秀賞

 盆子原政司 さん

中西竜成 さん

平成28年8月11日「山の日」として国民の祝日に制定

「タイトル」
（撮影場所）

コメント

毎年恒例となりました「しまねの森林」フォトコンテスト。今年は県内外19名の方か
ら48点の応募がありました。その中から選ばれた入賞作品10点を発表します。

緻密に計算して太陽を入れた匠の一枚です。

「雪解け水を運ぶ」
（邑南町）



火のような面白い形をした木を上手く
一枚の写真に収めています。

「森林の主」
（飯南町）

優秀賞

NO.36 /2014.10
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「しまねの森林」フォトコ
2014

り
も

ンテスト結果発表！
入

選

（雲南市）
「水を囲む」

佳

榊原

真さん

あたかも、空を行くトンビがみるような目線
で、森林の広大さが表現されています。

たくさんのご応募
ありがとう
ございました！

作

（安来市）
「険しい山道を行く」

遠藤

勉さん

行事と森の営みの調和がうまく
表現されています。

（出雲市）
「木漏れ日」
行長好友さん

森とふれあい、子どもの楽しそう
な雰囲気が伝わってきます。

（安来市）
「兄弟ではじめての植林」

山本琴美さん
子どもと植林は、これからの互いの成長
を期待させてくれます。

（益田市）
「神宿る森」
（ワサビ神社）
（出雲市） 藤江 治さん
「息吹き」
木に刻まれた歴史が伝わって
くるところが評価されました。

入江孝美さん

清水を育む緑が美しく、祠をまつ
り森の恵みに感謝し森を大切にす
る心が伝わってきます。

【入賞作品展のお知らせ】
11月9日
（日）
10:00～15:00 中山間フェア in い～なん
（中山間地域研究センター）飯石郡飯南町上来島1207

（奥出雲町）
「熟年登山」

三次凱彦さん

新緑の季節を前にした風景がうまく
生かされています。

2015「しまねの森林」フォトコンテスト
作品募集を開始します。

詳しくはP.11のインフォメーションをご覧ください。

講評
審査は、写真の構図、コンクールの趣旨に沿っているか、
また作品と作品タイトルとの整合性などの観点から行いまし
た。
審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞2点、入選3点、佳作4
点を選定しました。最優秀賞に選ばれた作品【杉林を行く】
は、美しく整備された人工林を強調するため人物をずらした
構図が高く評価されました。
応募作品は大きく3種類に分けられます。ひとつは山や森

林を全体的にとらえたもの。次に森の樹木1本をとらえたも
の。最後に植林などの作業をしているものです。今回は林業
に関する作業の作品が少なかったので、次回2015年「しま
ねの森林」フォトコンテストでは、こういった作品も増える
と様々な「しまねの森林」の魅力を伝えられると思います。
今回の入賞作品が広く県民の目に触れ、
「しまねの森林」の
魅力が伝えられたり、森林林業への関心が高まることを期待
フォトコンテスト審査委員長 成相 吉堯
しています。
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長い梁トラスを
プレカットで作る
中山間地域研究センター
農林技術部 木材利用科
みーも博士

■公共的施設の木造化とスギ材の利用
県や市町村における公共建築物の木造化・木質化の取り組みの
推進により、木造の学校、福祉施設、商業施設などが多く見られ
るようになりました。しかし、梁材（柱と柱に架け渡す長さ4〜
10mの材料）には主に外材や集成材が使用されています。そこで、
県産のスギ製材を梁材に利用する方法として梁トラス（写真1）
に着目し、梁トラスの製造と性能評価に取り組んでいます。

■プレカットにより製造した梁トラスの特長

写真 1 梁トラス（ハウトラス）

長さ4mのスギ梁トラスの試験から、曲げ性能はハウトラス（写
真1）が最も高いことが分かりました。そこで、プレカットを利
用して長さ6mのハウトラスを製造し、曲げ試験を行いました。
プレカットは、県内のプレカット工場で一般的な木造住宅の材
料加工に使用されている機械を使用しました。その結果、材料の
加工時間が大幅に短縮でき（写真2）、またトラスの組立工程も早
くなることが分かりました。
さらに、プレカットと手加工で製造したハウトラスの曲げ性能
を比較すると、プレカットで製造したハウトラスの方が変形と荷

写真 2 県
 内プレカット工場で加工したトラス材料の
一例

重の関係を示す曲線のバラツキが小さく（図1）、曲げ性能が安定
することが明らかとなりました。

■スギ梁トラスの実用化に向けて
今後、さらに長さ8〜10mの梁トラスの試験を行って、県産ス
ギ材を利用したトラス構法による梁材や組柱の製造技術を確立
し、プレカットによる製造方法の低コスト化と、安全・安心に利
用するためのマニュアル作りに向けて試験を続けます。
図1 プ
 レカットと手加工で製造したハウトラスの
曲げ性能の比較

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
公益
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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ツキノワグマにご注意！！
森林整備課

鳥獣対策室

今年は、人里周辺におけるクマの目撃数等が例年よりも多い傾
向にあります。
特に、秋になりますと、クマが冬眠に備えるため、餌を求めて
活発に活動するようになります。
また、行楽などで、人が山に入る機会も多くなる時期です。
クマによる被害を避けるため、以下のことに注意しましょう。

①クマとの出会いを避けるようにしましょう
●山に入る前は、クマの出没状況などの情報を、地元などで集めましょう。
●山中では、 2 人以上で行動し、鈴やラジオで、クマに自分たちの存在を知らせましょう。
●早朝や夕暮れは、クマの行動する時間帯と重なるため、特に注意してください。

②もしクマと出会ってしまったら
●遠くにクマを見つけたら、刺激せず、ゆっくりその場を離れましょう。
●子ぐまを見かけたら、近くに親グマがいるため、速やかにその場を立ち去りましょう。
●クマはおとなしい性質なので、もし見つかっても、驚かさなければクマの方から立ち去るはずです。
●それでもクマが近づいてきたら、慌てず、リュックなどの荷物を置き、クマの注意をそらしなが
らゆっくりとその場を離れましょう。

一番大切なことはクマに出会わないようにすることです。
クマのいる山に入る時は、慎重に行動するようにしましょう。

動物追い払い用花火による事故が発生しています！！
花火を使用する際は、直接手で持たないこと！
最近、動物追い払い用の花火（動物駆逐用煙火）を使用する際、暴発し、指を欠損する等の事
故が発生しております。
動物駆逐用の花火を使用する際は、地面に固定するか、専用ホルダーを使用する等、ご使用の
際は、安全確保に十分にご配慮ください。
（専用ホルダー使用にあたっては、ホルダーの底が抜け
る事故が発生していますので、ホルダーの根元が身体等に向かないように保持してください。
）
また、ゴーグルや手袋を併用すると、安全性がより高まります。
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講演

島根県県民の森

飯石郡飯南町小田

○鹿児島大学

遠藤日雄教授の講演会

演題「林業をめぐる情勢と対応について」
日時・場所：平成26年12月24日㈬ ホテル宍道湖
申し込み・問い合わせ：
斐伊川流域林業活性化センター
tel:0852-25-4333 fax:0852-32-5690

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。自然や森とのふれあいの楽しさ、木の
温もりを、ご自身で感じてください。

研修

11月～3月のイベント情報

○伐木等の業務（チェンソー作業従事者）に
係る特別教育

◆11月2日㈰〈定員20人〉

紅葉の指谷奥縦走

日時・場所：平成27年2月3日㈫〜4日㈬ 松江市

8:30県民の森木工室集合

○刈払機取扱作業者安全衛生教育

◆11月9日㈰〈定員20人〉

日時・場所：平成26年12月4日㈭ 出雲市
申し込み・問い合わせ：
一般社団法人島根県木材協会
tel:0852-21-3852 fax:0852-26-7087

紅葉の琴引山縦走
8:30Ａコープきじま店駐車場集合

◆11月16日㈰〈定員20人〉

たき火クッキーと落ち葉や木の実で作る里山アート
10:00県民の森木工室集合

県西部の
特産品を販売する
アンテナショップ

◆11月30日㈰〈定員20人〉

初冬の大万木山トレッキング
8:30道の駅頓原駐車場集合

石見地方の海や山の恵み、ふだん使いの日用品を展示、
即売しています。

◆2月28日㈯〈定員20人〉

スノーシューで雪の森を歩こう

期間

8:30県民の森木工室集合

～11月30日㈰

場所

山陰中央新報 殿町ギャラリー
松江市殿町1390

営業時間 10:30～13:30／14:30～17:30（無休）

〈申込先〉森のホテルもりのす（旧県民の森研修館）
TEL0854－76－3119（9時〜17時）
※事前申し込みが必要です。

2014

お問い合わせ先：0855-48-2332
主催：公益財団法人

中山間フェア in
いーなんへ行こう！

●
●

日時
場所

島根県西部山村振興財団

11月9日（日）午前10時～午後3時

平成26年

島根県中山間地域研究センター場内
（飯石郡飯南町上来島1207）

中山間地域研究センターでは、より多くの県民の皆様に調査研究の成果が理解され、利用される研究機関となるよう飯
南町と共催でイベントを開催します。当日は、親子一緒にお楽しみいただける「乳牛の搾乳模擬体験」、「木工教室」、「き
のこのおいしさを紹介する講演会」、「ゆるきゃらショー」なども行いますのでご来場ください。

も り

山陰の森林に関する活動をしているNPO法人や
ボランティア団体がネットワークを構築し、
森林保全の輪を広げる活動を展開しています。
も

り

緑をはぐくみ 水をつくる

島根県水源林造林協議会
〒690－0886 松江市母衣町55番地
電話（0852）
24－1092
FAX（0852）61－4350
e-mail : suizoukyo.shimane@bird.ocn.ne.jp

今、中海宍道湖では何が起きているのか？
汽水域独特の自然のメカニズムからその課題に迫る一冊！

中海宍道湖の科学 ─水理・水質・生態系─
石飛 裕、神谷 宏、山室真澄（共著）
B6判 並製本 208P ISBN978-4-86456-092-4

地域とともに豊かな森林を創る。

￥1,200+税

お近くの書店でお買い求め下さい。

岡山市北区磨屋町9番地18の101号 TEL（086）222－0675
10
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島根県の恵み豊かな自然、
緑豊かな森林を撮ろう！！
も

り

り

しまねの森林』フォトコンテスト

2015 『

り

■テーマ 「しまねの森林」
島根県の森林・山々、シンボル的な樹木、森と人とのふれあい、林業、
山の幸…。森林の中での発見や、森林に入らなければ見えない風景な
どなど。あなたが見つけた「しまねの森林」を写真に撮ってご応募く
ださい。（スナップ写真大歓迎）
■応募作品
1人5点までご応募いただけます。ただし、島根県内で撮影した未
発表のものに限ります。（組写真不可、デジタル写真可）
■写真サイズ
2Lサイズ〜A3サイズとします。（台紙貼り付け不可）
■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27年7月31日（金）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 TEL 0852-22-5163
■表彰
最優秀賞 1点（賞状・賞金3万円）
優秀賞
2点（賞状・賞金1万円）
入選
3点（賞状・図書カード5千円）
佳作
5点（賞状・図書カード3千円）
※同一応募者の方の重複しての受賞はありません。
■審査・発表
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」
（No.38）平成27年10月号の
誌面に入賞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。
◆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。
も

も

も

り

も

り

松 原 正 記

◆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。
◆応募用紙の【撮影場所】記入欄で撮影場所の住所や山の名前が不明
の場合は島根県内であるとわかるような情報を記入してください。
（例）○○神社参道、○○滝、（県内イベント名）開催中撮影 など
（※GPS情報もしくは撮影場所に印をした位置図を応募写真に添
付でも可）
◆県外で撮影した写真と判明すれば入賞を取り消します。

主催／「しまねの森林」発行委員会
☆こちらの募集要項は、島根県農林水産部林業課ＨＰから印刷できます☆

2015しまねの森林フォトコンテスト

検索

2015「しまねの森林」
フォトコンテスト 応募用紙
住

所

〒

電話番号
氏

（

）

名

（

）才

職業・学校名
市・町・村 （大字）

撮影場所

（地内・山）
撮影年月

平成

年

月

日

作品タイトル

現在、243団体・33個人の
ご参加をいただいております。

NO.36 /2014.10

11

現地フラッシュ
広域

松江

森林作業道
現地検討会

●日時：平成26年8月19日㈫
●場所：津和野町・吉賀町

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

しまね東部森林組合が
安全なかかり木処理作業
の研修を行いました

●日時：平成26年9月1日㈪
●場所：安来市伯太町上小竹地内

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/

出雲 「しまねWOODフェア
浜田
2014」開催
●日時：平成26年9月22日㈪～23日㈫
●場所：出雲木材市場
（島根県出雲市上塩冶町）

～地域材利用先進地に学ぶ～

地域材利活用研修会を開催

●日時：平成26年9月3日㈬
●場所：鳥取県日野郡日南町

現地フラッシュ
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

第32回ジャパン建材フェ
アに高津川流域林業活性
化センターが出展

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

隠岐

●日時：平成26年8月22日㈮～23日㈯
●場所：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-masuda_001/

森林・林業総合情報誌

しまねの
森林
林 36
も

NO.

●日時：平成26年8月5日㈫～6日㈬
●場所：隠岐の島町内

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

発

り

平成26年10月
通巻276号

原木しいたけ
活着点検

林業普及
リポート

雲南

農林大
だより

山行苗新規生産者
研修会開催

●日時：平成26年8月5日㈫
●場所：東部管内苗畑（飯石森林組合、
大原森林組合、野呂樹苗）

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

石見樹苗生産組合が優良樹
苗生産地視察研修を実施

●日時：平成26年8月29日㈮
●場所：大田市三瓶町志学

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

農林大

林業科１年生が
高校生の実習を指導

（益田翔陽高校１年生）

●日時：平成26年9月1日㈪～2日㈫
●場所：大田市波根町

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

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26年10月27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/

