
しまねの森林 No.56　1

森林・林業総合情報誌

しまねの森林しまねの森林
もも りり

S H I M A N E  N O  M O R IS H I M A N E  N O  M O R IS H I M A N E  N O  M O R I

No. 56
令和3年7月
通巻296号

▲写真上　農林大学校生、写真左下　植樹祭記念植樹、写真右下　植樹祭大会宣言

森林のトピックス
①第71回全国植樹祭を開催しました
　島根県　林業課　全国植樹祭スタッフ
②我が社の魅力向上～邑智郡森林組合～
　しまねの森林発行委員会
③人気芸人「ネルソンズ」が
　二代目島根林業PR大使に就任！
　島根県　林業課　森林組合・担い手育成グループ
④森林のニューフェイス
　しまねの森林発行委員会
⑤「第49回全国林業後継者大会
　しまね2021」が開催されました
　　島根県 林業課　林業普及スタッフ
⑥県職員のニューフェイス　
　しまねの森林発行委員会
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インフォメーション　
○２０２１「しまねの森林」
　フォトコンテスト作品募集 
○県民の森へ行こう！
　（８月～11月のイベント情報）

○現地フラッシュ

森林の研究
「成長の早い木」早生樹
　島根県　中山間地域研究センター　森林保護育成科

農林大学校学生募集中 ! !
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　「木でつなごう　人と森との　縁（えにし）の輪」をテーマに第71回全国植樹祭を令和３年５月30日
に大田市三瓶山で開催しました。全国植樹祭は、豊かな国土づくりに大切な森林・緑への理解を深める
ための国土緑化運動の中心的行事で、島根県での開催は昭和46年以来50年ぶり２回目となりました。
　全国植樹祭の開催にあたり、ご支援とご協力をいただいた皆さま、誠にありがとうございました。

第71回全国植樹祭を開催しました

丸山知事あいさつ（三瓶会場） 御収穫される天皇陛下（東京会場）

お手植えされる天皇陛下（東京会場） お手播きされる天皇陛下（東京会場）

森林のトピックス1

島根県　林業課　全国植樹祭スタッフ

　式典当日は三瓶会場と東京会場をオンラインで結び、東京会場において、天皇陛下におことばを賜る
とともに、天皇皇后両陛下にお手植え、お手播きを、天皇陛下には植樹祭史上初めて御収穫を行ってい
ただきました。天皇陛下に御収穫いただいたクロマツは、昭和46年の第22回全国植樹祭で昭和天皇が
植えられ、平成3年第15回全国育樹祭で当時皇太子であった天皇陛下がお手入れされた木です。
　このクロマツを御収穫いただくことで、島根県が全国に先駆けて進める「伐って、使って、植えて、
育てる」循環型林業を象徴的に発信しました。
　三瓶会場では、県内外から約千人の招待者にご参加いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により、当日お越しいただけなかった県外招待者はオンラインでご参加いただきました。
　また、式典当日までの100日間、県内各地で行った県民参加植樹イベントでは延べ3500人の方に植
樹いただき、県民参加の森づくりを推進しました。

大会メッセージ発信（三瓶会場） 式典会場の様子（三瓶会場）

植樹会場の様子（三瓶会場）
モザイクアート看板・絵馬の木・ウェルカムボード（三瓶会場）
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建建築築設設計計事事務務所所　　飴飴屋屋工工房房　　（（安安来来市市）） ナナガガセセミミキキ建建築築設設計計事事務務所所　　（（松松江江市市）） （（有有））渡渡邊邊建建築築工工房房　　((大大田田市市））

蔵蔵本本総総建建ココンンササルルタタンントト　　（（松松江江市市）） 宇宇田田川川孝孝浩浩建建築築設設計計事事務務所所　　((奥奥出出雲雲町町）） 中中村村建建築築設設計計事事務務所所　　（（邑邑南南町町））

ココククーーンン設設計計舎舎　　（（松松江江市市）） 村村上上建建築築設設計計事事務務所所　　((雲雲南南市市）） 福福間間優優子子建建築築設設計計事事務務所所　　（（美美郷郷町町））

田田中中ままささここ建建築築設設計計室室　　（（松松江江市市）） 宇宇佐佐美美建建築築設設計計室室　　((出出雲雲市市）） 一一級級建建築築士士　　福福田田　　勝勝　　（（益益田田市市））

ししままねね木木造造塾塾
県産材の利活用おうえん隊
                  　　コアスタッフ一同

島根県建築士会
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　林業の魅力をよりいっそう向上させるため、「労働条件・就労環境の改善」「新規就業者確保の促
進」「事業拡大や収益性の向上」などに積極的に取り組む意欲ある林業事業体を県が登録し、官民一体
となって取組を推進しています。今回は、造林・間伐や、広葉樹の伐採など幅広く手がける「邑智郡森
林組合」の魅力向上の取組を紹介します！

取組１：資格取得の推進と給与反映
・しまね林業士手当等様々な手当を導入しています。
・新規就業者への指導の充実
　　（短期林業就業体験支援制度の活用）

取組２：職場環境の整備
機械化促進やドローン導入により、労働負荷の軽減や
労働安全対策に取り組んでいます。
やっぱり安全第一　安全パトロールも実施！

森林のトピックス2

我が社の魅力向上～邑智郡森林組合～

大石良典 代表理事組合長

安全衛生大会安全衛生大会

安全パトロール安全パトロール

委員会で意見を出し合う委員会で意見を出し合う

安全祈願祭安全祈願祭

もちろん現場もしっかりパトロールもちろん現場もしっかりパトロール

危険が潜んでないか
良ーくチェック！

ヒヤリハットは
ないかな？

現場の意見を
吸い上げます

これからは
ドローンっすね♡

きれいな職場ですね
働きやすそう～

我が社の取組を
紹介します！！
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取組３：女性の受け入れ体制　　女子更衣室、化粧室を整備しました!!

取組４：福利厚生の取組
社員旅行もありますよ！

Ｑ今後の抱負は？
・職員の意見をもっと吸い上げられる
ようにしたい
・基本給を上げたい
・ＨＰの更新などＰＲを充実させたい
・安全対策には常に力点を置きなが
ら、改善したい

■取材を終えて
魅力向上もまだまだ進化していきそうな森林組合でしたが、取材した作業員の方たちが何よりも元気いっぱ
いで楽しそうだったので、これからの取組にも大いに期待できそうです【取材班】

歩く広告塔として、組合のＰＲにも大いに期待される職員をご紹介

ピカピカですよ

綺麗な洗面台と
洋式トイレが
お出迎え

綺麗な洗面台と
洋式トイレが
お出迎え

洗面台洗面台

Ｉターンでやってきました!!Ｉターンでやってきました!!

洋式トイレ洋式トイレ

職場のみんなで
関西旅行!!
仕事を忘れて
思いっきり
refresh！

小溝一平さん（３７）写真左
H30.4 東京からＩターン
鳥取県出身の元航空自衛隊員
森林組合の魅力は？
・転勤がない
・残業がない
・休みが取りやすい！
でもやっぱり斜面がきついなぁ
今後は林業機械にも乗ってみたい!!

宮本和也さん（４７）写真右
R3.1 大阪からＩターン
元溶接工。子供は５人で最近おじいちゃんになりました。
森林組合の魅力は？
・自然の中で働ける
・空気がおいしい
・働きがいがある！
今後は技術や資格を増やしたい！！
島根の林業に就く時の貸付制度が魅力だった。

私たちと一緒に働きませんか!?
やる気のある方！　女性の方！
待ってまーす!!

私たちと一緒に働きませんか!?
やる気のある方！　女性の方！
待ってまーす!!

現在、232団体・37個人の
ご参加をいただいております。

しまねの木を活用した
『森』からつながる『家』づくり

一般社団法人 島根県住まいづくり協会
https://www.sumai.ne.jp/
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2021「しまねの森林」フォトコンテスト募集要項 検　索2021しまねの森林フォトコンテスト

2021「しまねの森林」フォトコンテスト　応募用紙

応募締切　令和３年7月30日（金）　当日消印有効

フリガナ フリガナ

〒

作 品
タイトル

住 所

電話番号 年 齢

氏 名

撮影場所

返却希望 有 ・ 無

※返却希望の場合は返信用封筒（切手、宛名明記）必須

撮 影 日 年 月 日

才

INFORMATION

森林のトピックス3

人気芸人「ネルソンズ」が二代目島根林業PR大使に就任！
島根県　林業課　森林組合・担い手育成グループ

　人気芸人「ネルソンズ」の３人（和田まんじゅうさん＝松江市出身、青山フォー
ル勝ちさん＝松江市出身と岸健之助さん＝山口県出身）に、昨年の「かまいたち」
に続く二代目島根林業ＰＲ大使に就任していただきました。県立農林大学校などで
の初めての林業体験を通じて、林業の魅力をＰＲしていただく予定です!!

　任命式にて、島根県知事より島根林
業ＰＲ大使に任命いただき、３人に就
任していただきました。
　和田さんから「初代を超える！」と
の意気込みをいただきました。
（写真は任命式の様子です。）

知事より任命書を授与！！

締め切り間近！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 木質バイオマス発電事業で 

『地域経済の活性化』と『地球にやさしい環境』を創ります

合同会社しまね森林発電  
〒699-2837 島根県江津市松川町上河戸 390-22  
TEL：0855-55-3420 http://simane-fg.co.jp
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　県では「木を伐って、使って、植えて、育てる」循環型林業の確立を目指しています。近年、森林資
源が利用期を迎え、木材生産量が増加している一方、現場では担い手が不足しており、人材の育成が急
務となっています。
　農林大学校林業科では将来の林業を担う優れた技術者を養成するため、林業に必要な資格の取得に取
り組むとともに、植林から伐採・利用までの実践を積み、林業の基本となる知識や技術を習得していき
ます。

　林業機械等を使用した木材の伐採・搬出、労働安全に関する資格
などを実習主体のカリキュラムによって習得します。令和２年度か
ら１学年あたり１０名だった定員を２０名に拡大しました。

【教育科目】　
　林業入門、測樹、測量、伐木技術、採材技術、森林路網のほか
林業経理、森林経営計画など31科目

農林大学校林業科を紹介します！
島根県立農林大学校　林業科

2年課程

　森林・林業に関する基本的な知識や技術を習得するとともに、労
働安全に関する各種の資格取得、実践を想定した実習や林業事業体
でのインターンシップ等により、林業現場において即戦力となる人
材を短期間で養成します。令和２年１０月に新設したコースです。

【教育科目】
　林業入門、測樹、測量、伐木技術、採材技術、森林路網など16
科目

1年課程（早期養成
コース）

　２年課程の定員増と早期養成コースの新設により学生数が増加したことから、効果的な実習を効
率よく実施するため、近年最新機械を新規導入しています。

①フォワーダ ②スウィングヤーダ ③伐倒練習機
④ハーベスタ
　シミュレーター
　（VR）

近年導入した最新機
械
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任していただきました。
　和田さんから「初代を超える！」と
の意気込みをいただきました。
（写真は任命式の様子です。）

知事より任命書を授与！！

締め切り間近！
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農林大学校
特集号

農林大学校
特集号

　林業科では森林の管理や利活用など実習に重点を置いたカリキュラムにより、技術の習得に励んでい
ます。その中の一部を紹介します。

日々の授業・実習等の様子はFacebook
で紹介しています。ぜひご覧ください！
https://www.facebook.com/
shimane.norindaigakko

農林大学校林業科での
実習の様子をご紹介します！

立木伐採立木伐採
伐倒練習機を使った

立木伐倒
伐倒練習機を使った

立木伐倒

ハーベスタを使った伐採・造材ハーベスタを使った伐採・造材
ハーベスタシミュレーター（VR）

を使った伐採・造材
ハーベスタシミュレーター（VR）

を使った伐採・造材 フォワーダを使った運材フォワーダを使った運材

スウィングヤーダを使った
簡易架線集材

スウィングヤーダを使った
簡易架線集材架線集材架線集材

伐採・造材・集材・運材伐採・造材・集材・運材

育苗（苗畑づくり）育苗（苗畑づくり） 植栽植栽

刈り払い機を使った
下刈り

刈り払い機を使った
下刈り 枝打ち枝打ち

育苗・植栽・保育育苗・植栽・保育

ドローンを使った
航空測量

ドローンを使った
航空測量

デジタルコンパス
測量

デジタルコンパス
測量

バックホーによる
作業道開設

バックホーによる
作業道開設 地上レーザー計測地上レーザー計測

測量・測樹・作業道開設測量・測樹・作業道開設

・農林大学校林業科の紹介動画
「かまいたちの林でバトル!!」ほか
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/
norin/kikan/norindaigakko/rinngyouka/
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農林大学校
特集号

農林大学校
特集号

　林業科では森林の管理や利活用など実習に重点を置いたカリキュラムにより、技術の習得に励んでい
ます。その中の一部を紹介します。

日々の授業・実習等の様子はFacebook
で紹介しています。ぜひご覧ください！
https://www.facebook.com/
shimane.norindaigakko

農林大学校林業科での
実習の様子をご紹介します！

立木伐採立木伐採
伐倒練習機を使った

立木伐倒
伐倒練習機を使った

立木伐倒

ハーベスタを使った伐採・造材ハーベスタを使った伐採・造材
ハーベスタシミュレーター（VR）

を使った伐採・造材
ハーベスタシミュレーター（VR）

を使った伐採・造材 フォワーダを使った運材フォワーダを使った運材

スウィングヤーダを使った
簡易架線集材

スウィングヤーダを使った
簡易架線集材架線集材架線集材

伐採・造材・集材・運材伐採・造材・集材・運材

育苗（苗畑づくり）育苗（苗畑づくり） 植栽植栽

刈り払い機を使った
下刈り

刈り払い機を使った
下刈り 枝打ち枝打ち

育苗・植栽・保育育苗・植栽・保育

ドローンを使った
航空測量

ドローンを使った
航空測量

デジタルコンパス
測量

デジタルコンパス
測量

バックホーによる
作業道開設

バックホーによる
作業道開設 地上レーザー計測地上レーザー計測

測量・測樹・作業道開設測量・測樹・作業道開設

・農林大学校林業科の紹介動画
「かまいたちの林でバトル!!」ほか
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/
norin/kikan/norindaigakko/rinngyouka/

私は樹木など自然が多くある
なかで育ったので、自然に関係
する職業に興味がありました。
そのなか、高校で林業について
紹介して頂く機会があり、知
識を付けて林業関係企業で働
きたいと思ったことから、農林大
学校に進学しました。　H．O

私は、父が林業従事者で、自分も
林業に携わりたいと思ったことから
農林大学校に入学しました。在学
中の２年間で林業に関する知識を
学び、将来は父と一緒に林業をし
たいと思っています。　T.M

Uターンをきっかけに、林業技術者として、
実家の山を管理できるようになりたいと
思い、林業科への入学を決めました。種
の多様性が高く、経済性のある森林とす
るために間伐など森林施業を適切に計
画し、実際に施業できる人材になりたい
と考えています。　W．H

１年間農林大学校で勉強したな
かで、たくさんの技術を学ぶことが
できました。そして、これからは学ん
だ技術を応用して、自分の力に変
えていく時期だと思っています。卒
業するまでには、自分が得意とす
る技術を武器として身に着け、社
会で活躍したいです。　S.H

高校で林業体験をしたことで林業に
興味を持ちました。将来は、誰からも頼
ってもらえ、一緒に仕事がしたいと思っ
てもらえる人になりたいです。そのため
に、農林大学校でしっかりと技術と知
識を身に着けたいです。　T．T

卒業後は多くの知識と技術を会社
に持ち帰り、即戦力として現場で働
けるようになりたいと思っています。その
ために、学校で学ぶことを多く吸収で
きるよう、日々の座学と実習を頑張っ
ています。　D.H

私が農林大学校を選んだ理
由は、将来、林業で起業するこ
とが夢だからです。そのために、
資格や専門技術の習得が必
要だと考え、農林大の林業科
を志望しました。在学中に誰に
も負けない技術を身に着け、自
信をもって卒業できるよう頑張
ります。　N.T

日々、社会に出たときのこと
を考えながら実習するよう心
がけています。今、何をすべき
か、自分で考えて行動する
ことで積極的に実習に取り
組めています。　S.H

農林大学校林業科

在校生からの

メッセージ

２年生

１年生

早期養成コース
 
森森林林のの中中でで働働くく人人ののおお手手伝伝いいををししまますす 

 

 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・相談その他の援助 

 5.雇用改善のための啓発活動 

  島島根根県県林林業業労労働働力力確確保保支支援援セセンンタターー((公公益益社社団団法法人人  島島根根県県林林業業公公社社)) 
  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 

   URL：https：//woodjob-shimane.info/ 

//  
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農林大学校
特集号

農林大学校
特集号

入試情報

いざ来たれ！ 森林・林業の未来を切り拓く挑戦者たち

令和４年度  島根県立農林大学校
林業科学生募集

令和３年度（10月入学）早期養成コース

◆募集人員及び修業年限等 

◆入学試験の区分等 

◆募集人員及び修業年限等 

◆入学試験の区分等 

学生が安心して講義や実習を受けるために
給付金や無利子の貸付金が利用できます。
◎緑の青年就業準備給付金
給付額
１，２１１，０００円／年（Ｒ２実績）
（予算状況により変動あり）
給付要件
①林業への就業予定年齢が45歳未満で、卒
業後に林業へ就業する
②林大学校の学生
③常用雇用の雇用契約を締結していない
④原則として生活費の確保を目的とした他
の給付金を受けていない
＊卒業後、林業に１年以内に就業しなかっ
た場合等、返還が必要です
 
◎林業就業促進資金（無利子の貸付金）
貸付限度額
６００，０００円／年（50,000円／月）
貸付内容
授業料・寮費・資格取得経費等の、農林大
学校で修学するために必要な経費に対して
支給
＊県内の認定事業体で５年以上継続して就
業すれば、償還が免除されます

日時：令和３年７月31日（土）・８月７日（土）・21日（土）・28日（土）　10：00～14：00
場所：島根県立農林大学校　飯南キャンパス

オープンキャンパス・学生募集の詳細につきましては 、島根県立農林大学校  教育スタッフ［教務
担当］までお問い合わせください （電話  0854-85-701２）

循環型林業の実現のため、人材養成の重要性がより高まっています。
島根県立農林大学校林業科への入学や研修生の派遣についてぜひご検討ください。

詳しくは農林大学校ホームページから
学生募集要項・学校要覧等をご覧ください

オープンキャンパ
ス

学生支援

 ※印 ： 農業再生協議会・林業認定事業体・流域林業活性化センターの推薦 

試験区分 願書受付 試験日 合格発表

学校長推薦入試 R３年９月29日(水)
　　　～10月13日(水)
R4年１月７日(金)
　　　～1月27日(木)
R4年２月25日(金)
　　　～３月９日(水)

10月27日(水)

2月15日(火)

3月22日(火)

11月17日(水)

2月24日(木)

3月25日(金)

第１回：R3年９月29日(水)
　　　　　～10月13日(水)
第２回：R4年1月7日(金)
　　　　　～1月27日(木)
第３回：R4年２月25日(金) 
　　　　　～3月9日(水)

第１回：
10月27日(水)
第２回：
2月15日(火)
第３回：
3月22日(火)

第１回
11月17日(水)
第２回
2月24日(木)
第３回
3月25日(金)

地域推薦入試 ※

試験場所 島根県立農林大学校 大田本校 (大田市波根町970-1)

試験場所 島根県立農林大学校 大田本校 (大田市波根町970-1)

一般入試
前期

後期

試験区分 願書受付 試験日 合格発表
一般入試及び
地域推薦入試

R3年8月18日(水)
　　　～9月8日(水) 9月15日(水) 9月22日(水)

修業年限 募集人員
２年・１年 20人

修業年限 募集人員
１年 ５人程度

農林大学校入試情報

森林のニューフェイス
　「森林のニューフェイス」では、森林・林業のエキスパート
となるべく、島根県内の森林組合等林業事業体に就職し現場で
活き活きと働く林業の担い手を紹介しています。
　今回は、島根県立農林大学校林業科を卒業し、現在様々な森
林作業現場で活躍する４名の方を紹介します。

①県立農林大学校（林業科）入学を目指す人たちへのメッセージ
②林業に就業したのはなぜ？
③林業に携わり、学べたことや自らが成長できたことは？
④今後、林業の技術・技能者として目指したいことは？
⑤林業に対するこれからの夢は？

森林のトピックス4

Q

しまねの森林発行委員会

①先生方も優しく丁寧に指導して下さいます。現場で役立つ資格が取れる
ので、ぜひ農林大学校に入学して頑張ってください。

②家が薪ストーブということもあり、子供の頃から祖父と山に行き、木を
切ったりしていて、山で仕事をするのが夢だったからです。

③危険と隣り合わせなので、何をするにも準備だったり、段取りや片付け
等を頭に入れて行動することを心掛けるようになったと思います。

④自分はまだまだなので、少しでも早く先輩方のように現場で役に立てれ
ばいいなと思います。

⑤日本の木材が高く売れるようになることや日本の森林が自然災害から守
る役割を果たせるようにすることが夢です。

和田修汰
（21歳）

林業経験：３ヶ月
勤務先：㈱美都森林

福庭　寛士
（20歳）

林業経験：３ヶ月
勤務先：出雲地区森林組合

①林業に携わる上で、必要な資格を数多く取得することが出来ます。ま
た、基礎的な知識や技術もしっかり学べます。

②小さな頃から自然の中で遊ぶのが好きだったので、自然の中で行う仕事
に興味があり、その中でも林業という仕事に魅力を感じたからです。

③安全に作業することの大切さを学びました。それと、メンテナンスを含
め刈払機等の機械を大切に扱うことの重要性が学べました。

④先輩方の作業様子を見たり聞いたりして、安全性と作業効率を考えて仕
事が出来る林業士を目指したいです。

⑤森林資源を次世代に引き継いでいくことの出来る森林（もり）を作って
いくことです。

①山の仕事は大変なこともあるけれど、達成感を感じられることが多いの
で興味のある方は是非農林大学校に！

②高校の時、林業のことを知り興味を抱いたから。
③山の歩き方や木の名前など、多くのことを日々の作業を通じて理解でき
るようになった。また、実作業ではチェンソーや刈刃の目立てなどを理
解していく上で、自身も少しずつではあるが成長できていると思う。

④基本の動作をしっかり身に付けて安全かつ効率的に動くことで、周りの
先輩に早く追いつきたいです。

⑤今後、もっともっと技術を高めて、より体が疲れない作業の仕方をマス
ターしたいです。

山田　直樹
（23歳）

林業経験：２年
勤務先：大田市森林組合

山本　　樹　
 （23歳）

林業経験：２年
勤務先：須佐チップ工業㈲

①林業科では、先生方から基礎から応用まで分かりやすく教えてもらうこ
とができ、林業に欠かせない様々な技術や資格を取得できます。楽しく
学べるだけでなく、基本をしっかり教えてもらえるので就職してからも
テンポよく技術を習得できます。

②自然に興味があり、自分で色々調べていたら伐倒や重機操作などの林業
関係の動画に辿り着き、自分もやってみたいと思ったから。

③安全な作業方法や、班の人との連携作業で必要になる「自分の考えを発
言する」ことの大切さを学んだ。

④今よりも更に技術を向上させて、後輩たちの手本になれるような技術者
を目指したい。

⑤もっと技術を高めて指導者になり、皆が林業をしたいと思えるような職
業にしていきたい。
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入試情報

いざ来たれ！ 森林・林業の未来を切り拓く挑戦者たち

令和４年度  島根県立農林大学校
林業科学生募集

令和３年度（10月入学）早期養成コース

◆募集人員及び修業年限等 

◆入学試験の区分等 

◆募集人員及び修業年限等 

◆入学試験の区分等 

学生が安心して講義や実習を受けるために
給付金や無利子の貸付金が利用できます。
◎緑の青年就業準備給付金
給付額
１，２１１，０００円／年（Ｒ２実績）
（予算状況により変動あり）
給付要件
①林業への就業予定年齢が45歳未満で、卒
業後に林業へ就業する
②林大学校の学生
③常用雇用の雇用契約を締結していない
④原則として生活費の確保を目的とした他
の給付金を受けていない
＊卒業後、林業に１年以内に就業しなかっ
た場合等、返還が必要です
 
◎林業就業促進資金（無利子の貸付金）
貸付限度額
６００，０００円／年（50,000円／月）
貸付内容
授業料・寮費・資格取得経費等の、農林大
学校で修学するために必要な経費に対して
支給
＊県内の認定事業体で５年以上継続して就
業すれば、償還が免除されます

日時：令和３年７月31日（土）・８月７日（土）・21日（土）・28日（土）　10：00～14：00
場所：島根県立農林大学校　飯南キャンパス

オープンキャンパス・学生募集の詳細につきましては 、島根県立農林大学校  教育スタッフ［教務
担当］までお問い合わせください （電話  0854-85-701２）

循環型林業の実現のため、人材養成の重要性がより高まっています。
島根県立農林大学校林業科への入学や研修生の派遣についてぜひご検討ください。

詳しくは農林大学校ホームページから
学生募集要項・学校要覧等をご覧ください

オープンキャンパ
ス

学生支援

 ※印 ： 農業再生協議会・林業認定事業体・流域林業活性化センターの推薦 

試験区分 願書受付 試験日 合格発表

学校長推薦入試 R３年９月29日(水)
　　　～10月13日(水)
R4年１月７日(金)
　　　～1月27日(木)
R4年２月25日(金)
　　　～３月９日(水)

10月27日(水)

2月15日(火)

3月22日(火)

11月17日(水)

2月24日(木)

3月25日(金)

第１回：R3年９月29日(水)
　　　　　～10月13日(水)
第２回：R4年1月7日(金)
　　　　　～1月27日(木)
第３回：R4年２月25日(金) 
　　　　　～3月9日(水)

第１回：
10月27日(水)
第２回：
2月15日(火)
第３回：
3月22日(火)

第１回
11月17日(水)
第２回
2月24日(木)
第３回
3月25日(金)

地域推薦入試 ※

試験場所 島根県立農林大学校 大田本校 (大田市波根町970-1)

試験場所 島根県立農林大学校 大田本校 (大田市波根町970-1)

一般入試
前期

後期

試験区分 願書受付 試験日 合格発表
一般入試及び
地域推薦入試

R3年8月18日(水)
　　　～9月8日(水) 9月15日(水) 9月22日(水)

修業年限 募集人員
２年・１年 20人

修業年限 募集人員
１年 ５人程度

農林大学校入試情報

森林のニューフェイス
　「森林のニューフェイス」では、森林・林業のエキスパート
となるべく、島根県内の森林組合等林業事業体に就職し現場で
活き活きと働く林業の担い手を紹介しています。
　今回は、島根県立農林大学校林業科を卒業し、現在様々な森
林作業現場で活躍する４名の方を紹介します。

①県立農林大学校（林業科）入学を目指す人たちへのメッセージ
②林業に就業したのはなぜ？
③林業に携わり、学べたことや自らが成長できたことは？
④今後、林業の技術・技能者として目指したいことは？
⑤林業に対するこれからの夢は？

森林のトピックス4

Q

しまねの森林発行委員会

①先生方も優しく丁寧に指導して下さいます。現場で役立つ資格が取れる
ので、ぜひ農林大学校に入学して頑張ってください。

②家が薪ストーブということもあり、子供の頃から祖父と山に行き、木を
切ったりしていて、山で仕事をするのが夢だったからです。

③危険と隣り合わせなので、何をするにも準備だったり、段取りや片付け
等を頭に入れて行動することを心掛けるようになったと思います。

④自分はまだまだなので、少しでも早く先輩方のように現場で役に立てれ
ばいいなと思います。

⑤日本の木材が高く売れるようになることや日本の森林が自然災害から守
る役割を果たせるようにすることが夢です。

和田修汰
（21歳）

林業経験：３ヶ月
勤務先：㈱美都森林

福庭　寛士
（20歳）

林業経験：３ヶ月
勤務先：出雲地区森林組合

①林業に携わる上で、必要な資格を数多く取得することが出来ます。ま
た、基礎的な知識や技術もしっかり学べます。

②小さな頃から自然の中で遊ぶのが好きだったので、自然の中で行う仕事
に興味があり、その中でも林業という仕事に魅力を感じたからです。

③安全に作業することの大切さを学びました。それと、メンテナンスを含
め刈払機等の機械を大切に扱うことの重要性が学べました。

④先輩方の作業様子を見たり聞いたりして、安全性と作業効率を考えて仕
事が出来る林業士を目指したいです。

⑤森林資源を次世代に引き継いでいくことの出来る森林（もり）を作って
いくことです。

①山の仕事は大変なこともあるけれど、達成感を感じられることが多いの
で興味のある方は是非農林大学校に！

②高校の時、林業のことを知り興味を抱いたから。
③山の歩き方や木の名前など、多くのことを日々の作業を通じて理解でき
るようになった。また、実作業ではチェンソーや刈刃の目立てなどを理
解していく上で、自身も少しずつではあるが成長できていると思う。

④基本の動作をしっかり身に付けて安全かつ効率的に動くことで、周りの
先輩に早く追いつきたいです。

⑤今後、もっともっと技術を高めて、より体が疲れない作業の仕方をマス
ターしたいです。

山田　直樹
（23歳）

林業経験：２年
勤務先：大田市森林組合

山本　　樹　
 （23歳）

林業経験：２年
勤務先：須佐チップ工業㈲

①林業科では、先生方から基礎から応用まで分かりやすく教えてもらうこ
とができ、林業に欠かせない様々な技術や資格を取得できます。楽しく
学べるだけでなく、基本をしっかり教えてもらえるので就職してからも
テンポよく技術を習得できます。

②自然に興味があり、自分で色々調べていたら伐倒や重機操作などの林業
関係の動画に辿り着き、自分もやってみたいと思ったから。

③安全な作業方法や、班の人との連携作業で必要になる「自分の考えを発
言する」ことの大切さを学んだ。

④今よりも更に技術を向上させて、後輩たちの手本になれるような技術者
を目指したい。

⑤もっと技術を高めて指導者になり、皆が林業をしたいと思えるような職
業にしていきたい。

北九州市小倉北区上富野 1-4-1-2  B1
TEL : 093-511-0115   FAX : 093-511-0116

緑化メンテナンス・野生動物害防除のパイオニアとして活躍しています。

雑草にお困りですか？ 獣害にお悩みですか？
ササ、カヤ、カズラなどの雑草に効果の

高い除草薬をご用意します。

フレノック粒剤  /  ザイトロンフレノック微粒剤 シカ防除ネット / パタサク フェンス / 箱わな

林・農地で多発している獣害に対して
適切な資材をご提案します。
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　５月２９日（土）に「第49回全国林業後継者大会しまね2021」が浜田市で開催されました。全国植樹祭
の関連行事として、全国の林業後継者１１５人が一堂に会し、豊かな森林や活力ある林業が次世代へ継承さ
れる取組みについて意見を交わし、林業の魅力と林業の思いを全国に発信する大会となりました。

［開催日時］令和3年5月29日（土）13:30～16:45
［開催場所］浜田市石央文化ホール　大ホール

〇オープニング　　石見神楽上演／演目：大蛇（オロチ）亀山社中（浜田市）
〇記念式典
　◆開会のことば　　島根県林業研究グループ連絡協議会
　　　　　　　　　　　会長　響　　繁則
　◆主催者あいさつ　島根県知事　丸山　達也
　　　　　　　　　　全国林業研究グループ連絡協議会
　　　　　　　　　　　会長  　齋藤　　正
　◆歓迎の言葉　　　浜田市長　久保田章市
　◆来賓祝辞　　　　林野庁長官　本郷　浩二
　　　　　　　　　　(一社)全国林業改良普及協会
　　　　　　　　　　　専務理事　中山　　聡             
〇活動発表
　４組の発表者が担い手を育成する上での課題や取り組み、魅力ある職場づくりについて発表されました。
　①小中高校生へ、林業・森林保全の大切さを伝える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部　事務局長　野田　真幹
　②若者の定着と事業拡大への取組　　　　　大田市森林組合　代表理事専務　林　　達夫
　③若者に魅力ある職場づくり　　　　　　　　　　伸共木材協同組合　理事　青山　静佳
　④未来の技術者を育成する　　　　　　　　　　島根県立農林大学校　講師　大塚　　浩

〇パネルディスカッション
　未来を拓く「意欲と能力のある林業事業体の担い手育成」をテーマに、足立コーディネーターのもと４人
のパネリストが意見を交わしました。
　□ コーディネーター　　  (一社)島根県中小企業診断協会会長　足立　修司
　□ パネリスト
　　①仁多郡森林組合　　参事　　　吉川由希子　　　②石央森林組合　　　代表理事専務　渡辺　　寿
　　③山興緑化有限会社　総務課長　木川　裕美　　　④株式会社美都森林　統括本部長　　齋藤　俊二
〇閉会式典
　◆大会宣言　　株式会社美都森林　中間　　光
　　　　　　　　飯石森林組合　　　杉原　愛梨
　◆次期開催県挨拶
　　第５０回全国林業後継者大会滋賀県実行委員会
　　会長　前田　康弘
　◆閉会のことば
　　島根県林業研究グループ連絡協議会
　　副会長　野田　真幹　      

「第49回全国林業後継者大会しまね2021」が開催されました
島根県 林業課 林業普及スタッフ

丸山知事 本郷長官

伸共木材（協）：澄川さん、青山理事、渡邉さん 農林大学校：大塚講師、岩浅さん、濱本さん

大会宣言の中間さんと杉原さん

〒690－0886　松江市母衣町55番地
電話（0852）24－1092
FAX（0852）31－8606

e-mail :kenshin-honkai@m1.izumo.ne.jp

島根県水源林造林協議会
緑をはぐくみ　水をつくる

有限会社奥出雲椎茸 株式会社舞茸奥出雲
島根県仁多郡奥出雲町三沢98-3

TEL 0854-54-2150

FAX 0854-54-2151

島根県仁多郡奥出雲町八川889-2

TEL 0854-52-0017

FAX 0854-52-3370

肉厚だから旨い・大玉だから旨い

11000000品品種種のの中中かからら味味ににここだだわわりり品品種種開開発発ししたた椎椎茸茸

ここだだわわりりのの旨旨みみ『『 雲雲 太太 』』
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県職員のニューフェイス
　今年４月に採用された林業関係の県職員８名を紹介します。
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しまねの森林発行委員会

　出身は広島県で、大学時代は鳥取県に
いました。島根県の循環型林業に興味を
持ち、循環型林業を支えたいという思い
で、島根県庁へ入庁いたしました。島根
県へは何度か来たことはあるのですが、
他県で暮らしていたためあまり詳しくあ
りません。ですので、松江市で暮らして

いると、毎日がとても新鮮です。現在、私は主に再生の森
事業のことを担当しております。島根県林業に貢献できる
よう全力を尽くしてまいります。

林業課　水と緑の森づくりグループ
技師　小野　桃佳（おの　ももか）さん

出身は京都府北部で、大学時代は鳥取県
に住んでいました。趣味はドライブで島
根県の名所を巡ることです。また、最近
全く運動ができていないので、中学から
していたバスケットボールをまた始めて
みようと思っています。島根県の林業に
貢献できるように、精一杯頑張って参り

ますので、よろしくお願いいたします。　

東部農林水産振興センター　出雲事務所　林業普及第一課
技師　鈴木　誠人（すずき　まさと）さん

　自然豊かな京都府京丹後市出身で、鳥
取大学では化学専攻でした。趣味は特に
ないですが、ジョジョが好きで、5部のブ
チャラティーのファンです。最近の楽し
みは晩酌で、ビールをよく飲みます。仕
事は、保安林の管理をしています。自分
の未熟さに落ち込む日々ですが、周りに

教わりながら知識を深め、島根県の豊かな自然を守ること
や林業の活性化に役に立てるよう頑張りますので、よろし
くお願いします。

森林整備課　森林保全グループ
技師　久瀨川　円香（くせがわ　まどか）さん

　島根県雲南市出身で、大学は島根大学
に進学しました。服が好きで、学生時代
は月に何度も家に宅配便が届くので母親
によく叱られていました。最近は購入決
定ボタンを押すのにためらいが生まれは
じめ、大人になったなと感じます。業務
内容としては、林業種苗や特用林産など

を担当しています。まだまだ分からないことが多く、周り
の方々に助けていただいている毎日ですが、精一杯頑張っ
て参りますのでよろしくお願いいたします。

東部農林水産振興センター　松江地域林業普及課
技師　渡部　春花（わたなべ  はるか）さん

　出身は島根県出雲市で生まれてからず
っと島根県で過ごしてきました。就職し
通勤のため自動車に乗り始めました。ペ
ーパードライバーだったためはじめは不
安でしたが、ようやく運転に慣れ始めド
ライブも楽しめるようになってきまし
た。まだ学ぶべきことも多いですが、早

く一人前になれるよう努めますのでよろしくお願いしま
す。

東部農林水産振興センター　森林保全課
技師　飯塚　航太（いいつか　こうた）さん

　松江市出身で、大学時代は高知大学で
森林について学んでいました。趣味はス
ポーツ観戦（特にプロ野球）です。大学
時代に10kg太ってしまったので、毎日自
転車通勤をしています。落ち着いたら何
か運動を始めたいです。
　仕事に関しては、今はまだ未熟です

が、島根の森林・林業についてしっかり学んで、早く島根
県に貢献できるよう頑張ります！

林業課　森林組合・担い手育成グループ
技師　金山　陽平（かなやま　ようへい）さん

　兵庫県出身です。昔から動物が好き
で、学生時代はクマの研究をしていまし
た。島根県は、全国的にも鳥獣対策が進
んでおり、私も携わりたいと思い入庁し
ました。学生時代に得た知識や経験を活
かしながら、人と動物が共生していける
よう頑張りたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

西部農林水産振興センター　益田事務所　林業普及第二課
技師　名生　啓晃（みょうじょう　ひろあき）さん

　松江市出身で、小学３年時から大学、
今でも野球の腕を磨いています。治山は
人々の生活を守り、安心して暮らせるよ
うにするため、非常にやりがいを感じら
れます。分からないことことも多くあり
ますが、とても尊敬できる上司の下で働
いるため、自分に足りていない知識など

をどんどん身につけいていこうと思います。

出雲県土整備事務所　治山・林道課
技師　白菊　　亘（しらぎく　とおる）さん

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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　５月２９日（土）に「第49回全国林業後継者大会しまね2021」が浜田市で開催されました。全国植樹祭
の関連行事として、全国の林業後継者１１５人が一堂に会し、豊かな森林や活力ある林業が次世代へ継承さ
れる取組みについて意見を交わし、林業の魅力と林業の思いを全国に発信する大会となりました。

［開催日時］令和3年5月29日（土）13:30～16:45
［開催場所］浜田市石央文化ホール　大ホール

〇オープニング　　石見神楽上演／演目：大蛇（オロチ）亀山社中（浜田市）
〇記念式典
　◆開会のことば　　島根県林業研究グループ連絡協議会
　　　　　　　　　　　会長　響　　繁則
　◆主催者あいさつ　島根県知事　丸山　達也
　　　　　　　　　　全国林業研究グループ連絡協議会
　　　　　　　　　　　会長  　齋藤　　正
　◆歓迎の言葉　　　浜田市長　久保田章市
　◆来賓祝辞　　　　林野庁長官　本郷　浩二
　　　　　　　　　　(一社)全国林業改良普及協会
　　　　　　　　　　　専務理事　中山　　聡             
〇活動発表
　４組の発表者が担い手を育成する上での課題や取り組み、魅力ある職場づくりについて発表されました。
　①小中高校生へ、林業・森林保全の大切さを伝える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部　事務局長　野田　真幹
　②若者の定着と事業拡大への取組　　　　　大田市森林組合　代表理事専務　林　　達夫
　③若者に魅力ある職場づくり　　　　　　　　　　伸共木材協同組合　理事　青山　静佳
　④未来の技術者を育成する　　　　　　　　　　島根県立農林大学校　講師　大塚　　浩

〇パネルディスカッション
　未来を拓く「意欲と能力のある林業事業体の担い手育成」をテーマに、足立コーディネーターのもと４人
のパネリストが意見を交わしました。
　□ コーディネーター　　  (一社)島根県中小企業診断協会会長　足立　修司
　□ パネリスト
　　①仁多郡森林組合　　参事　　　吉川由希子　　　②石央森林組合　　　代表理事専務　渡辺　　寿
　　③山興緑化有限会社　総務課長　木川　裕美　　　④株式会社美都森林　統括本部長　　齋藤　俊二
〇閉会式典
　◆大会宣言　　株式会社美都森林　中間　　光
　　　　　　　　飯石森林組合　　　杉原　愛梨
　◆次期開催県挨拶
　　第５０回全国林業後継者大会滋賀県実行委員会
　　会長　前田　康弘
　◆閉会のことば
　　島根県林業研究グループ連絡協議会
　　副会長　野田　真幹　      

「第49回全国林業後継者大会しまね2021」が開催されました
島根県 林業課 林業普及スタッフ

丸山知事 本郷長官

伸共木材（協）：澄川さん、青山理事、渡邉さん 農林大学校：大塚講師、岩浅さん、濱本さん

大会宣言の中間さんと杉原さん
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井 上 政 吾

「成長の早い木」早生樹

島根県中山間地域研究センター　森林保護育成科

　「成長の早い木」早生樹は収穫までにかかる期間が２０～３０年と，従来植栽されてきた樹種であるスギやヒノ
キが約５０年であることを考えると大幅に短縮されると言われており，島根県でもこの早生樹の導入を検討してい
ます。主な樹種として広葉樹のセンダンや，針葉樹のコウヨウザンが挙げられます。この２樹種については成長が
早いだけでなく，切り株からの芽生えが育つため苗木を植える必要がないことから，再造林コストの低減にも有効
です。しかし，センダンについては県内で植栽された事例が少なく，どのような成長をするか分かっていません。
そこで，森林保護育成科ではセンダンの「県内における初期の樹高成長」を明らかにし，県内への導入可能性を検
討しています。

はじめに

　令和元年３月に安来市，邑南町，益田市にそれぞれ試験区を設けて，２成長期終了
時点の樹高を令和３年１月に計測しました。平均樹高は安来市227cm，邑南町
136cm，益田市206cmでした（図１）。すべての試験区でほとんどの対象木が２年
目の時点で雑草木よりも高く、下刈りが必要ない状態でした。邑南町の樹高が他に比
べて低かったのは，比較的標高の高い寒冷なところに
植えたため温暖な気候を好むセンダンに適さなかった
と考えられました。安来市の試験区は急傾斜地に設け
ましたが，斜面下部で成長が良く，上部に行くにつれ
悪くなる傾向が見られました。これは，一般に斜面下
部ほど土壌が厚く肥沃で水分も豊富だと言われている
ため，養水分の要求性が高いとされるセンダンの性質
と合致した結果でした。斜面下部の成長のよいものは
５ｍを越える目ざましい成長を見せたものもありまし
た（写真１）。これらのことから，センダンは適正な
植栽場所を選べば従来の樹種と比べてもよい初期成長
を示すことが判明し，県内へ導入できる可能性は十分
あると考えられました。

県内における初期の樹高成長

図１　各試験区の平均樹高 写真１　特に成長のよかった
　　　　センダン（約5m）

森林の
研究
森林の
研究

岡山市北区磨屋町9番地18の101号　TEL（086）222－0675

 
 
 
 
 

 
 

森森林林
も り

をを守守ろろうう！！  
山山陰陰ネネッットトワワーークク会会議議   

SSiinnccee  22000066  

事務局：山陰合同銀行地域振興部内 TEL：0852-55-1820 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https：//www.mori-sanin-net.jp/ 

島根県内のボランティア団体や NPO法人 

２４会員が森林保全の輪を広げる活動を展開中 

 島根県松江市東出雲町錦浜583-10
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「成長の早い木」早生樹

島根県中山間地域研究センター　森林保護育成科
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県民の森へ行こう!県民の森へ行こう! （島根県民の森　飯南町・雲南市吉田町）

INFORMATION

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月22日（日）
　丸太で椅子作り
　10：00県民の森木工室集合

◆１０月2３日（土）
　紅葉の大万木山登山
　８：30道の駅頓原向かい駐車場集合

◆１０月30日（土）
　紅葉の指谷山ブナ林縦走
　８：30県民の森木工室集合

◆１１月６日（土）
　紅葉の等検境縦走
　８：30雲南市吉田総合センター集合

◆11月13日（土）
　大パノラマ紅葉の琴引山縦走
　８：３０中山間地域研究センター集合

◆11月21日（日）
　煙とおき火のアウトドア調理体験
　～簡易くん製・棒焼きパン～
　10：00県民の森木工室集合

８月～11月のイベント情報

〈申し込み先〉
島根県立ふるさと森林公園 学習展示館
ＴＥＬ　０８５２－６６－３５８６
（各開催日の１ヶ月前より受付）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、
　変更が生じる場合があります。

〒699-0403　島根県松江市宍道町西来待2570-1 ㈱日本海技術コンサルタンツ内
TEL（0852）66-3680　FAX（0852）66-3342



16　No.56/2021.7

広域 第49回全国林業後継者大会
しまね2021大会宣言
株式会社美都森林 中間　光 氏
飯石森林組合　　 杉原愛梨 氏

●と　き：令和３年５月29日（土）
●ところ：浜田市石央文化ホール

県庁林業課
URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/ringyo/

松江 令和３年度やすぎ
椎茸部会乾椎茸品評会

●と　き：令和３年５月21日（金）
●ところ：JAしまね やすぎ地区本部 広瀬支店

東部農林水産振興センター 
URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/industry

/norin/kikan/toubu_norin/

雲南 雲南市が地理空間
情報アプリ「mapry」を
活用した現地調査を実施

●と　き：令和3年6月24日（木）
●ところ：雲南市地内

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

出雲 第71回全国植樹祭
県民参加植樹イベント
（出雲会場）

●と　き：令和３年４月21日（水）
●ところ：出雲市今市町　一の谷公園

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

益田 益田高校の2年生が高性能
林業機械（ハーベスタ）シミュレータ
によるVRを体験 

●と　き：令和3年6月18日（金）
●ところ：益田高等学校

西部農林水産振興センター益田事務所
URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/industry
/norin/kikan/seibu_norin/trend/topix.html

隠岐 県民参加植樹イベント
in　隠岐島後会場 

●と　き：令和３年５月６日（木）
●ところ：寺の前公園　（隠岐の島町原田）

隠岐支庁農林水産局
URL: https://blog.goo.ne.jp/f-oki_001

農林大
●と　き：令和３年５月30日（日）
●ところ：大田市三瓶山北の原

島根県立農林大学校
URL:https://m.facebook.com
/shimane.norindaigakko/

県央 ヒノキ球果に袋がけ
をしました。 

●と　き：令和３年５月19日（水）
●ところ：邑南町瑞穂採種園

西部農林水産振興センター県央事務所
URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin

/kikan/seibu_norin/trend/topix.html

第71回全国植樹祭で
大会宣言 

浜田 企業参加の森づくり
制度で下刈りを実施！
（ごうぎん希望の森旭）

●と　き：令和３年５月15日（土）
●ところ：浜田市旭町地内

西部農林水産振興センター 
URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/industry
/norin/kikan/seibu_norin/trend/topix.html
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