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森林のトピックス ❶

Topics

第71回全国植樹祭開催県に島

根県 が決定！

島根県林業課 全国植樹祭推進室
第71回全国植樹祭
（平成32年）
の島根県での開催が、
平成29年8月9日に公益社団法人国土緑化推進機構の理事会
において、正式に決定しました。本県での全国植樹祭開催は、昭和46年以来49年ぶり、２回目の開催となります。
県では、平成2９年8月2日に全国植樹祭島根県実行委員会を設立し、準備委員会でとりまとめられた基本構想案
を踏まえ、基本計画策定など、開催に向け本格的に準備を進めていきます。
今回は、基本構想の概要、実行委員会設立総会の概要を紹介します。
【第71回全国植樹祭 基本構想の概要】
１ 開 催 時 期 2020年（平成32年）春季
２ 式典会場候補地 三瓶山北の原（所在地：大田市）
３ 主 催 者 公益社団法人国土緑化推進機構、島根県
４ 開 催 理 念 循環型林業の実践、県民参加の森づくりの拡大、本県の特徴や魅力を発信
５ 開 催 規 模 県内外招待者約4,000人
６ 主 要 行 事 天皇皇后両陛下による「お手植え、お手播き」
各種表彰、記念植樹
【第71回全国植樹祭島根県実行委員会 設立総会の概要】
島根県実行委員会は、知事を会長とする幅広い県内の関係機関、関係団体の参加のもと
（62名）
、
「第７１回全国植
樹祭」の成功に向け準備を進めていきます。設立総会の概要は、以下のとおりです。
１ 日時 平成29年８月２日（水曜日）15時00分から16時00分
２ 場所 松江市朝日町478-18「松江テルサ」１階テルサホール
３ 次第
（1）あいさつ
（2）全国植樹祭の概要について
（3）第71回全国植樹祭島根県実行委員会の設立について
（4）議題
１号議案 第71回全国植樹祭基本構想（案）及び第71回全国植樹祭基本計画について
２号議案 平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
３号議案 専門委員会への付託事項について（案）
（5）報告事項
第71回全国植樹祭開催までのスケジュール
（6）その他
＊内容の詳細についてはホームページでご覧いただけます。
「第71回全国植樹祭」で 検 索
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/syokujyusai/
詳しくは島根県林業課HPまで↓↓

第71回全国植樹祭大会テーマ募集中！ http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/syokujyusai/

設立総会の様子（H29.8.2 松江テルサ）
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実行委員会会長（溝口知事)

開催県決定報告セレモニー（H29.8.9 県庁中庭）
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森林のトピックス ❷

Topics

県産材製品の販路拡大について
島根県林業課

木材振興室

島根県内の木材加工事業者で組織する「木材製品県外出荷しまね事業体連合」は、平成２４年から東京都、大阪
府、愛知県などで開催される住宅建材の展示商談会に共同で出展し、県産材製品の県外への販路拡大に取り組んで
います。
こうした活動を通じて
①意匠性の高い内装材や外構用木製フェンスなどの新商品開発
②大量注文に応えるための工場の新設
③質の高い製品を生産するための設備導入
などの出荷量拡大に繋がる成果が出てきています。
今後も、新たな販路開拓を進めるとともに、事業者間連携による製品の共同生産等により、個別の事業者では応
えられなかった需要を取り込むなどの取組を進めて行きます。
○展示会出展状況

平成29年6月8日から9日にかけて大阪市内で開催された西日本最大級の住宅建材の展示商談会
「KENTEN2017」に「神々の国しまねの木」のブース名で出展し、県産材の展示、商談を行いました。

○施工事例

広島市内の百貨店福屋八丁堀本店屋上のウッド
デッキ、テーブル、ベンチには、耐久性、デザイン
性等に優れる熱処理材が使用されており、街中にく
つろぎ空間を演出しています。（H28.7竣工）

大阪市内の保育園の内装（壁・床）には、県産
のスギ無垢材製品が使用されており、あたたかみ
がり、安心してはだしで遊べる保育園となってい
ます。（H27.5竣工）

○平成 29 年度の展示会出展状況
展示会名

開催地

期間

KENTEN2017 ／インテックス大阪【出展済】

大阪府

H29. 6. 8 ～ 9

ジャパンホームショー 2017 ／東京ビッグサイト【出展予定】

東京都

H29.11.15 ～ 17

WOOD コレクション／東京ビッグサイト【出展予定】

東京都

H30. 1.30 ～ 31
しまね の 森林 NO.45
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森林のトピックス ❸

Topics

実習用機械として “ハーベスタ” を
導入しました
島根県立農林大学校

林業科

御
礼
！

農林大学校林業科ではこれまで、平成5年度に導入したプロセッサとタワーヤーダを使って高性能林業機械の操
作実習を行ってきました。その中で、プロセッサについては老朽化と低い送材能力により、ヒノキはもちろん、大
径化したスギの枝払いも困難になるなど、実習に支障をきたす状況になっていました。
このたび、合同会社しまね森林発電、松江バイオマス発電株式会社、島根県素材流通協同組合からいただいた寄
附金を財源とした「しまねの林業支援寄附金活用事業」により、立木の伐倒や造材を行う“ハーベスタ”を新たに
導入しました。

さっそく実習

だきました。
実習させていた
納品翌日、早速
確
の 認から。
さんあるボタン
１年生は、たく

２年生は、講師先生に少し教えてもらっ
たら・・・

公開授業

素早く、確実に木をつかむことを身につ
けます。

キを・・・
で搬出したヒノ
スイングヤーダ

社長さんや組合長さんを前に、いつも元気な２年生も少し緊張気味。
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つかんで、そのまま玉切。and枝払い。
上達が早い学生もいます。

寄附していただいた団体の皆さまに、
実習を見ていただく公開授業を8月28日（月）
に行いました。

感謝！
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「森林の仕事」体験・見学会を開催しました
島根県林業課 森林組合・担い手育成グループ
島根県林業労働力確保支援センター
林業の現場作業がどのようなものかを知ってもらうことは、担い手確保への第一歩です。
7月29日（土）
、出雲地区森林組合の小径木加工場等を会場に、高性能林業機械操作体験・職場見学会を開
催しました。
高校生・大学生を含む10名が参加され、林業機械の操作体験のほか、森林組合の現場作業員との意見交換
を通じて、
「森林の仕事」に触れる１日となりました。

林業機械の操作体験
森林組合職員の指導の下、ハーベスタ、フォワーダ、
チェーンソーの操作を体験。
初めてハーベスタを見た参加者からは、「林業機械っ
てこんなに高性能なんですね！」と驚きの声が聞かれま
した。
チェーンソーでの丸太切り体験では、身体の使い方など、講師からアドバイ
スを受けながらチェーンソーを操り、丸太の輪切りに挑戦されました。
難しい操作にも、みなさんが熱心に取り組んでおられました。

チップ工場見学・
意見交換会
午後は、出雲地区森林組合チップ生産工場を見学した後、若手現場職員との意見交
換を行いました。
意見交換では、実際の仕事の様子や就業に必要な資格等について質疑応答等を行い
ました。また、講師の職員が、「林業は次の世代につなげるための大切な仕事」
「やり
がいがあって楽しい職場」と話し、林業への就業を呼びかけました。

作業の雰囲気を体験
できてよかった！

進路を考えるうえでとても参考
になった！

アンケートより

森林内で体験してみたかった

参加者の中には、この体験会の後、林業就業へ向けて本格的に活動を始めた方もおられます。
県では、林業の担い手確保のため、今後も体験・見学会を計画しています。

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
5．
雇用改善のための啓発活動
その他の援助
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@nifty.com
しまね の 森林 NO.45
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2017「しまねの森林」フォトコ
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36名の方々
から70点の応募がありました。その中から選ばれた入賞作品11点を発表します。
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今年の7月、
中国やまなみ街道をバスで広島に向かった、
平成27年3月に全線開通したこの高速道は延長137キロ
メートル、此のうち島根県内線は51キロメートルである。宍道JCT
を左にカーブすると、緑に輝く小高い山やそれをとりまく田圃が広が
っている。バスは進み、県境に近くなると標高1000メートル級の
山々の中を縫うように走っていた。
宍道JCTから県境までは僅か30キロあまり、山陰の地形が如何に
急峻であるかを物語っている。

講評
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「タイトル」

（出雲市）
「杉、
風雪に耐えて」

吉岡直樹さん

針葉樹林と葉を落とした広葉樹林、厳しい冬の情景をシャー
プなピントとモノクロで表現した秀作です。

谷川に落ちた雨は、その日のうちに日本海へと注ぐのだろう、四季
を通して豊かな水を確保してくれるのは、緑に輝く山々である。
命の根源である水を生み出す森を、
日常の生活の中で写し撮った作
品に出会うことを期待します。

も り

「しまねの森林」フォトコンテスト審査委員長
日本写真協会会員 成相 吉堯

ンテスト結果発表！
入 選

たくさんのご応募
ありがとう
ございました！

佳 作

（津和野町）
「青野山麓の茶畑で」

三宅

亮さん 「初夏」
（大田市）

風も無く、音もなく、晩春の茶畑で手摘
みする茶葉は、自家用の手揉み茶でしょ
うか、美しい青野山を背景にした風景に
心が安らぐ思いです。
（雲南市）
「導き」

西尾

透さん

春の野焼きの後に生えた若草を、むさぼ
るように食べる牛たちと、それを見守る
母娘が画面を引き立て、空行く雲も美し
く表現されています。

飯塚真吾さん

雲見滝への橋を、谷川に射し込む斜光の中へ取り
込み、苔生した倒木、濡れた川石の描写も素晴ら
しく、光の捉え方が上手い作品です。

「スノーシュートレッキング」
（飯南町）
（出雲市）
「山登り」

田坂
（出雲市）
「世界のはじまり命主」

板垣

浩さん

将さん

西村

稔さん

木々に吹き付けられた雪が、前日の吹雪
を想像させ、朝の斜光も美しく、落葉し
たブナ林を行く人たちのリズミカルな動
きも伝わってきます。

里山に挑む子供たち、表情は見え
ないがきっと歯を食縛り必死の形
相でしょう、後姿からも容易に想
像できます。

これほど歴史を感じる木には、お目に掛かった事
がありません、幹や枝の描写も素晴らしく、古木
の生命力に驚かされます。

【入賞作品展示のお知らせ】
【中山間フェアinい～なん】
10月14日㈯
10：00～15：00
中山間地域研究センター
（飯石郡飯南町上来島1207）

【島根県立図書館 １階】
1月5日㈮～1月31日㈬
（隠岐の島町）
「生命の樹」

槙野朝雄さん

松嶋辰輔さん

後方に霞む山の峰は二重三重にと重なり、山の深さ
を窺い知ることが出来ます。牧場の一角に山羊を
放ち、人畜一体となり山を守る姿が微笑ましい。

隠岐の島、島後岩倉の乳房杉の幹を中心
に配置して、堂々たる杉が力強く表現さ
れています。

（雲南市）
「森の番人」

（※月曜休館）
（松江市内中原町52）

【島根県庁本庁舎 1階 玄関ロビー】
2月5日㈪～2月9日㈮
（松江市殿町1）

しまね の 森林 NO.45
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森林の知恵袋 14
近年は、局地的な大雨や最高気温37℃越えなどがあ
ったりして異常気象と言われていますが、日本には過去
からの経験等にもとづいた天気のことわざがたくさん
あります。
たとえば、
「つばめが低く飛ぶときは雨が降り、高く
飛ぶときは晴れる」など現場に出たときにふと当てはま
る情景があるかもしれません。これを機会に天気のこと
わざを調べてみませんか。
「ケヤキの発芽が不揃いの時は遅い霜あり」
（春）
ケヤキの芽吹きは、芽吹きの前の天候に影響されやす
く、芽吹きが不揃いの年は天候の変動が大きいことが多
いので、遅い霜が発生すると言われています。
「帯状すじ雲が出たら雨」
（春夏秋冬）
すじ雲は6,000メートル以上の高いところに発生す
る上層雲で、帯状のすじ雲は前線にできやすいとのこと
です。そして、このすじ雲が南西から北東に流れている
時には上空に前線が近づいている可能性が高く、天気が
くずれる傾向にあります。

■ 天 気 のことわざ 知ってます か
島根県林業課

林業普及スタッフ

日照りになると言うことわざは世界中で言われている
とのことです。
「暴風雨来る前は松の緑が風の来る反対方向に曲がる」
（夏）
夏にマツの新緑芽が風の吹いて来る反対側に、すな
わち風下になびいて見えるくらい強い風が吹く時には、
やがて暴風雨が襲来するから用心しなければならない
という意味のことわざです。
「秋雨は涼しくなれば晴れる」
（秋）
秋の雨は、移動性低気圧による影響です。降っている
雨が温かい雨から冷たい雨へと変わり、周囲の気温も低
くなれば、寒冷前線が通過したということになり、今後
次第に雨は止む事が予想できます。

「流星多ければ日照り続く」
（夏）
科学的根拠はないとのことですが、夏に流星が多いと

一
般
財団法人

地域とともに豊かな森林を創る

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

岡山市北区磨屋町9番地18の101号 TEL
（086）222－0675

現在、241団体・44個人の
ご参加をいただいております。
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松 原 正 記

森林の
研究

県産スギ材を利用したCLTの開発
島根県中山間地域研究センター

農林技術部

木材利用科

■はじめに
戦後造成されてきた人工林の成長に伴って、県内で生産されるスギ丸太は小・中径丸太から中・大径丸太
へと移行しています。しかしながら、大径化した丸太の加工技術が確立していないことや、歩止りが悪いな
どの理由で、それら大径材は伐採が控えられる傾向にあります。そのため、大径化しつつある県産スギ材の
需要拡大に向けて、製材歩留りの向上、中・大規模の木造公共建築での床材としての利用のため、CLT（直
交集成板）の開発に取り組んでいます。

■CLTとは
複数枚の板材を幅方向に並べ、厚さ方向に重ねて接着した厚く幅広の材料です。厚さ方向で板材同士の木
目が直交し、狂いが少なく強度が安定しているのが特徴で、近年大変注目されています。

■しまねのスギでCLTを作る
県産スギをラミナ（挽き板）に加工し、
そのラミナでCLTを試作し、JAS（日本農林規格）に基づき接着（せ
ん断強さ）
・強度（曲げ強さ）等の性能評価を行いました。
幅はぎ接着層のせん断強さについては、全てのCLTについてJASの基準値(5.4N/㎟以上)を満たしていまし
た（図－1）。また、曲げ強さについても、全てJASの基準値(12.2N/㎟) を上回り（図－2）、ともに高い性
能を示すことが確認できました。
今後も引き続き、しまねのスギでCLTを作製するための試験や、中・大規模の木造公共建築での床材とし
ての利用に向けた試験を行い、CLTの開発に取り組んでいきます。

図－1幅はぎ接着層のせん断強さ
※エラーバーは標準偏差

図－2曲げ強さ

（木材利用科長

山根宏之）
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INFORMATION

「2017 中山間フェアinい～なん」へ行こう!
島根県中山間地域研究センターでは、多くの皆様に理解され、親しまれる研究機関となるよう、センター施設を
開放した交流イベントを開催します。
当日は大人から子供まで楽しめる催し物を多数用意しております。
楽しく、美味しい秋の「い～なん」での一日を満喫してください。

開催概要
■主催：島根県中山間地域研究センター
■協力：飯南町
■日時：平成29年10月14日㈯
※雨天決行

10時～15時

■場所：島根県中山間地域研究センター内
（飯南町上来島1207）

■内容：・飯南高校による吹奏楽演奏
・GISシンポジウム
・各種体験コーナー（木工体験、リースづくり、
搾乳体験、木製フライングディスクゲーム他
・島根大学研究紹介
・スタンプラリー（景品あり）
・島根大学教育研究紹介
・うまいものコーナー、お買いものコーナー
など

昨年の中山間フェアの様子

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

豊かな森を活かし地域に貢献する

島根県素材流通協同組合
〒699-2837 江津市松川町上河戸390-22 TEL：0855-55-0840 FAX：0855-55-0841
E-mail:shimanesoryuukyou@aioros.ocn.ne.jp
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INFORMATION
島根県県民の森
飯石郡飯南町小田

10月～3月のイベント情報
県民の森では登山、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、木の温もりを感じてください。

8：30

Ａコープきじま店集合

◆11月19日㈰

紅葉の森の散策、
10：00

紅葉の指谷山ブナ林縦走

県民の森木工室集合

◆11月25日㈯

県民の森木工室集合

晩秋の大万木山に登ろう

◆11月3日
（祝・金）

8：30

紅葉の等検境縦走
8：30

大パノラマ紅葉の琴引山縦走

簡易くん製とドラム缶窯ピザを楽しむ

◆10月28日㈯
8：30

◆11月11日㈯

頓原道の駅集合

◆2月24日㈯

雲南市吉田総合センター集合

〈申込先〉島根県立ふるさと森林公園 学習展示館
TEL 0852－66－3586

スノーシューで残雪の森を歩こう
9：30県民の森木工室集合

〒690-0816 松江市北陵町41番地 島根県土質技術研究センター2F
TEL 0852-67-1764 FAX 0852-67-1768

『石見の山城』
̶山城50選と発掘された城館
山城50を厳選し、写真や縄張り図で詳しく紹介！
A5判 340P ￥2,000＋税
島根県松江市東出雲町錦浜583-10

お近くの書店でお買い求め下さい。

しまね の 森林 NO.45
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現地フラッシュ
広域

寄付金を活用して実習用
ハーベスタを導入

松江

～農林大学校林業科公開授業開催～

東部農林振興センター
URL：http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/
norin/kikan/toubu_norin/ringyo/blog_cms/

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

浜田

スギコンテナ苗初出荷

●日時：平成29年7月6日㈭
●場所：平田樹苗

森林組合職員の育成講座
～浜田市行造林地を調査＆
施業プランニング！～

●日時：平成29年8月2日㈬
●場所：浜田市旭町 浜田市行造林地内

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

早生樹の育苗試験中
（手前：コウヨウザン、
奥：センダン）

●日時：平成29年8月24日㈭
●場所：松江市東出雲町

●日時：平成29年8月28日㈪
●場所：農林大学校 飯南キャンパス
（飯南町）

出雲

林業普及リポート
農林大だより

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

鳥獣害対策集落点検
後の確認会

隠岐

●日時：平成29年7月20日㈭
●場所：益田市匹見町広瀬

労災０へ！
隠岐島後・島前地区林業
事業場安全パトロール

●日時：平成29年8月22日㈫～23日㈬
●場所：隠岐の島町、海士町、西ノ島町

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/

発

森林・林業総合情報誌
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平成29年10月
通巻285号

雲南

一貫作業システム現地
研修会（コンテナ苗植
栽）

●日時：平成29年7月4日㈫
●場所：奥出雲町竹崎

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

久屋小学校
鳥獣対策教室

●日時：平成29年7月11日㈫
●場所：大田市久利町

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

農林大学校
林業科平成29年オー
プンキャンパス（4回目）

●日時：平成29年8月21日㈪
●場所：農林大学校（飯南キャンパス）

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
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林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29年9月29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/

