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森林のトピックス Topics

も り

❶

島根県では、持続的な森林経営の実現と森林の多面的機能の発揮を促すため、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。

ここでは、平成30年度の主な施策を紹介します。 H30予算（H29補正含む）

伐
っ
て

●原木の増産対策
①循環型林業に向けた森林経営の収益力向上対策事業【新規】
・主伐促進のため森林所有者の主伐に要する経費の一部を助成

92百万円

②森林の循環整備推進事業（原木搬出作業道開設）
・主伐に必要な作業道の開設経費を助成

68百万円

③新農林水産振興がんばる地域応援総合事業
・林業機械の導入、素材生産技術者育成、間伐材の搬出の支援

65百万円

●木質バイオマス集荷対策
①木質バイオマス県内全域集荷体制支援事業
・木質バイオマスの集荷に必要な作業道・山土場の整備を支援

45百万円

使
っ
て

●木材産業の体制強化
①循環型林業に向けた森林経営の収益力向上対策事業【新規】
・製材工場の既存施設の設備修繕を支援

②新農林水産振興がんばる地域応援総合事業
・�製材技術者育成確保、既存施設の改良、展示・商談会の出展等による販路開拓を支援

（再掲）
92百万円

（再掲）
65百万円

●木材の需要拡大
①木の家ですくすく子育て応援事業
・子育て世帯が県産木材を使用した住宅等の新築、増改築等を行う場合に工事費の一部を助成

120百万円

植
え
て

育
て
る

●森林整備の推進
①造林事業（新植・保育）
・新植や下刈り、除伐等の育林に対し助成

695百万円
（13百万円）

②森林の循環整備推進事業（新植支援）
・国補・造林事業（新植）の補助残に県が上乗せ助成

（再掲）
68百万円

③新農林水産振興がんばる地域応援総合事業
・苗木生産施設整備、低コスト再造林推進を支援

（再掲）
65百万円

担
い
手

対
　
策

●担い手対策
①林業就業者確保・魅力ある就労環境づくり事業【新規】
・林業の魅力のＰＲや、スキルアップ対策等を実施し、併せて魅力ある就労環境づくりや、就業希望者と事業体
のマッチング対策を強化

59百万円

総
合
対
策
等

●林業・木材産業の基盤づくり
間伐材利用促進、作業道整備、高性能林業機械の導入、木材加工流通施設等整備、木造公共施設整備等を支援
①林業・木材産業成長産業化対策事業
（林業・木材産業成長基盤づくり事業）

3,953百万円
（1026百万円）

②森林整備加速化・林業再生事業 129百万円

●森林整備地域活動支援交付金
計画的な森林整備を推進するために、森林経営計画の作成、施業の集約化、境界明確化等を支援 48百万円

●水と緑の森づくり事業
荒廃森林の再生、県民参加の森づくりを支援 203百万円

特
　
用

林
産
物

●特用林産物の生産振興

①きのこの里づくり事業
・栽培ハウス、菌床製造施設等の新設・改修等

42百万円

全
　
国

植
樹
祭

●全国植樹祭準備費

本県での第71回全国植樹祭（平成32年春）の開催に向けた準備
54百万円

平成30年度島根県林業施策の概要
島根県　林業課・森林整備課
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森林のトピックス Topics

も り

❷

○伐採者と造林者の連携
島根県では、木を「伐って、使って、植えて、育てる」循環型林業の推進により、主伐による木材生産量が順調

に伸びてきています。主伐後の伐採跡地は、再造林等により確実な更新を図り、次の循環に円滑に繋げていかなけ
ればなりません。

このため、平成28年９月に伐採者と造林者が伐採する前から連携する、「伐採者と造林者の連携による伐採と再
造林等のガイドライン」（以下、ガイドライン）を作成し、この取り組みを推進しています。

伐採者と造林者の連携協定の締結数は、平成30年３月末現在で23協定となっています。

○ガイドラインの取り組み
ガイドラインで定める内容は、伐採前

から伐採者と造林者が連携して伐採後の
再生方法を定める「伐採更新計画」を作
成し、森林所有者の同意を得てから伐採
に入るものです。

連携して伐採・再造林を行うことで、伐
採地の確実な更新が図られるとともに、
一貫作業などの低コスト再造林に取り組
みやすくなります。

○一貫作業の推進
ガイドラインによる連携の取り組みに

より、再造林等の低コスト化に向けて一
貫作業を推進しています。

県は、一貫作業推進のため、県独自の
補助事業の嵩上げや、現場の作業実態に
近づけるために標準単価の改正を行い、
一貫作業へ取り組みやすくしています。

こうした取り組みの上で、平成３０年
４月以降に伐採し、その跡地の植林を行
う場合については、原則として、一貫作
業によることとしています。

伐採者と造林者の連携による
低コスト再造林の推進　～ 一貫作業 ～

島根県　森林整備課　森林計画グループ　　　
森林育成・間伐グループ

一貫作業等によるコスト削減効果と補助割合の変化

連携のイメージ

伐採更新計画作成
「一貫作業」による低コスト再造林

■伐採から植栽までの作業を同時または
　連続して行う
■地拵え・苗木運搬に機械を活用

■植栽効率の良いコンテナ苗の活用により
　通年の植栽が可能

一年を通して作業が可能

伐採・搬出
地拵え

植栽

伐採者 造林者伐採更新計画書
伐採者 ㊞
造林者 ㊞

連携

森林所有者への同意取得

伐採者

所有者

提案

同意

造林者

植栽本数(本/ha)

従来作業（普通苗） 一貫作業＋低密度植栽（コンテナ苗）

3,000 2,000

人力 人力＋機械

339 231

741 763

1080

方法

1,200

16％→32%16％→32%

8％削減8％削減
経費（千円/ha） ■国庫補助　■県単補助　■自己負担

1,000
800
600
400
200
0

標準経費(千円/ha)

標準経費(千円/ha)

標準経費(千円/ha)

地拵え

植栽

合計 994

経費のうち
６８％
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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

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

公益

森林のトピックス Topics

も り

❸

林業士資格（初級）
給与アップ

林業士資格（中級）
給与アップ

林業士資格
（上級）
給与アップ

キャリア

就業年数

統括班長等

副班長等

班長等

現在、景気の回復基調や少子高齢化等に伴い、有効求人倍率が上昇傾向にあり、事業量の拡大を計画する意
欲ある林業事業体においても、思うように雇用が確保できないといった厳しい状況となってきています。

雇用を確保するためには、林業の良さの一層のPRはもとより、受け入れる林業事業体の他産業に負けない一
層の魅力アップが必要です。

このため、県では「島根林業魅力向上プログラム」「しまね林業士制度」を平成30年度から立ち上げます。

「島根林業魅力向上プログラム」とは以下の①～③を柱に、林業事業体の体質強化や就業者の確保・育
成が円滑に進むよう、官民が協力して進めるプログラムです。

島根林業魅力向上プログラム推進の一環として、経験や能力に応じた「しまね林業士」資格試験制度を
創設し、資格を活用した昇給昇任等のキャリアアップシステム導入により処遇改善を図ります。

資格区分
（経験年数目安) 試験内容

想定するキャリアアップ

技能職員 管理職員

准しまね林業士
(４年以上)

森林・林業の
基礎技術

定着のためのレベ
ルアップ

し
ま
ね
林
業
士

初級
(１０年以上)

森林・林業の
施策、課題

副班長級へのステ
ップアップ、職務の
レベルアップ 主任・係長級へのス

テップアップ、職務
のレベルアップ中級

(１５年以上)
マネジメント
(現場管理)

班長級へのステッ
プアップ、職務のレ
ベルアップ

上級
(２５年以上) マネジメント

(経営管理)

統括班長級へのス
テップアップ、職務
のレベルアップ

課長・事務所長級へ
のステップアップ、
職務のレベルアップ

林業事業体等からのプログラム参画申請により、県が審査し登録・公表します。 
なお、登録林業事業体には、各種の行政支援を予定しています。

①　昇給昇任等のキャリアアップシステムの導入等を含めた労働条件の改善 
②　林業事業体が自ら示す原木増産・増員・事業体連携等の経営方針
③　職員の福利厚生制度等の充実などによる職場の魅力アップ活動

島根県　林業課　森林組合・担い手育成グループ

林業就業者の確保に向けた魅力ある就労環境づくり
～島根林業魅力向上プログラム・しまね林業士制度～

【資格に対応したキャリアアップの一例】

 島根林業魅力向上プログラム  

 しまね林業士  

林業事業体の体質強化・若者の林業就業意欲の向上

NO.46 /2018.44



森林のトピックス Topics

も り

❹

島根県　林業課　林政企画グループ

各種表彰者（森林・林業分野）を
ご紹介します！

このたび、森林・林業分野における長年の功績が認められ、３名の方と１団体が各種表彰を受賞されました
ので、ご紹介いたします。

飯塚さんは、長年にわたり鳥獣の保護と普及啓発活動に努め、自然
環境の保全に寄与したことが認められ、受賞されました。

斐伊川河口の自然を守る会の設立、日本野鳥の会島根県支部の設立
に尽力され、島根県の自然保護の基礎づくりに大きく貢献されました。

仁多郡林業研究グループは、長年にわたり林業技術及び農林業経営
の研究改善に努め、地域林業の振興に寄与したことが認められ、受賞
されました。
「健全な森を次世代に」をスローガンに、森林整備を地域振興につな

げる活動を行い、林業振興に大きく貢献されています。

小平さんは、長年にわたり鳥獣の保護と被害対策に努め、鳥獣対策
の向上に寄与したことが認められ、受賞されました。

狩猟者への規範意識の醸成に注力され、狩猟の魅力、狩猟者の社会
的責務について発信し、島根県の鳥獣対策に大きく貢献されました。

山陰中央新報社地域開発賞は、長年にわたり各分野で地域社会のために尽力、貢献された方を、山
陰中央新報社が表彰するものです。

島根県功労者表彰は、多年にわたり功績が顕著であり、県勢の発展に大きな貢献があった方を知事
が表彰するものです。

浦田さんは、長年にわたり、労災事故防止の指導に取り組み、地域
林業の振興に寄与したことが認められ、受賞されました。

従業員の安全確保、作業の効率化のため、林業機械を県内で初めて
導入するなど、安全意識を島根県の林業界全体へ波及させ、後継者の
確保に貢献されました。

（受賞者）飯　塚　洋　一 氏　松江市
元 日本野鳥の会島根県支部長

（受賞者）仁多郡林業研究グループ  奥出雲町

（受賞者）小　平　 懃 氏　隠岐の島町
島根県猟友会副会長

（受賞者）浦　田　昭　一 氏  浜田市
浦田木材有限会社　取締役会長

【山陰中央新報社地域開発賞（産業賞）】

【島根県功労者表彰（農林水産）】

受賞された響会長（左）安部副会長（右）

「山陰中央新報社提供」
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森林のトピックス Topics

も り

❺

第71回全国植樹祭の開催準備を進めています
島根県　林業課　全国植樹祭推進室

天皇皇后両陛下のご臨席のもと、２０２０年春季に島根県で開催される第71回全国植樹祭の開催会場が、大田市の三瓶山北の原に
決定し、開催に向けた準備を進めています。

今回は、開催会場や２月５日の実行委員会で決定したお手植え、お手播き樹種などを紹介します。

大田市三瓶山北の原は、昭和４６年に第
２２回全国植樹祭を開催した会場です。当
時、植えられた木が利用期を迎えており、
今回の植樹祭でこの木材を収穫し、式典に
利用し、更に収穫跡地に再び植樹すること
で、大会の開催理念や基本方針に掲げる

「伐って、使って、植えて、育てる」循環
型林業の実践が具現化できる会場です。

第71回全国植樹祭の開催理念や基本方針がアピールでき、島根県の自然環境に適した在来の樹種で、県民に親しみのある樹種を選
定しました。

【開催会場（三瓶山北の原）】

【天皇皇后両陛下によるお手植え、お手播き樹種】
三瓶山北の原

お手植え樹種 お手植え樹種

皇后陛下

お手播き樹種

式典会場イメージ

森林や身近な緑の大切さについて、子ど
もたちをはじめとする多くの皆さんに知
っていただくとともに、全国植樹祭の開催
機運を高めていくため、植樹祭等で使用す
る苗木の一部を、県内の小中学校等で育て
ていただいています。

全国から応募のあった724点から選定しました。

木でつなごう
人と森との　縁

えにし

の輪
作者：吉田隆博さん（島根県大田市）

木と人が　はぐくむ未来
島根から

作者　濱田典佳さん（富山県黒部市）

島根から　豊かな緑
木のある暮らし

作者　山﨑秀雄さん（埼玉県吉川市）

つなげよう　木のある暮らし
そだてよう　豊かな森

作者　土江郁子さん（島根県松江市）

第71回全国植樹祭の詳細についてはホームページでご覧いただけます。
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/syokujyusai/

【苗木のスクールステイ】

【第71回全国植樹祭大会テーマ】

■大会テーマ（最優秀賞） ■優秀賞

スギ ヤマザクラ

クロマツ アカマツ

コウヤマキ オキシャクナゲ

エノキ クルミ

 根県松江市大井町899番地7号〒690-0832 TEL 0８５２-39-0391 FAX 0８５２-39-0392

 まねの森が支えるエネルギー。

 根県松江市大井町899番地7号〒690-0832 TEL 0８５２-39-0391 FAX 0８５２-39-0392

 まねの森が支えるエネルギー。

 刷：スミ+グリーンの場合

 刷：スミ+グリーン以外の場合

171002 しまねの森林　社名広告

お手播き樹種

天皇陛下

第71回全国植樹祭 検索
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森林のトピックス Topics

も り

❻

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

〒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

合同会社しまね森林発電

【プロジェクト概要】

H29.12.19　大田市立志学小学校
苗木を持って記念撮影

H30.1.11　出雲市立稗原小学校
県職員による森林教室

H30.1.30　大田市立池田小学校
みーもくんから苗木贈呈

県(クロマツ)と町(アカマツ)の木であるマツを各校で育て、2020年に交換し、全国植樹祭関連行事で植栽しま
す。

栽培

植栽

2年後…

アカマツ

島根県

アカマツ

クロマツ

岐阜県御嵩町

クロマツ

大田市立志学小学校
出雲市立稗原小学校
大田市立池田小学校

御嵩町立伏見小学校
御嵩町立上之郷小学校
御嵩町立御嵩小学校

交換

苗木の生育を介した
学校間交流

参加校

「“みーもの松” を育てよう！プロジェクト」
　　　　　が始動しました！！

2020年春に大田市で開催される第71回全国植樹祭に向けて、県内の小学校3校
と、岐阜県御嵩町内の小学校とのマツの苗木栽培を介した約２年間の交流活動が始ま
りました。

12、１月に各校で行われたマツの苗木贈呈セレモニーには、島根県水と緑の森づく
りキャラクターのみーもくんが登場し、児童にアカマツの苗木とオリジナルグッズの
記念品をプレゼントしました。児童たちは、苗木を無事御嵩町に届けたいと意気込ん
でいました。

※岐阜県御嵩町には同じ名前のシンボルキャラクター「ミーモくん」がいます。

水と緑の森づくり

岐阜県
御
みたけちょう

嵩町

島根県
みーもくん

御嵩町
ミーモくん
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森林の知恵袋15

特用林産物といえば、しいたけなどきのこを思い浮
かべる方も多いと思いますが、隠れた森林の生産物に
山菜があり、ファンも多いようです。春は採取時期と
なりますが、お勧めの山菜を紹介しましょう。

○たらの芽
タラノキの若芽で「山菜の王様」と言われます。タ

ラノキはウコギ科の落葉高木で樹皮には刺があり、け
がをしないよう注意が必要です。天ぷらにすると美味
しくいただけます。県内では人工的に栽培され、スー
パー等に出荷されるものもあります。

○コシアブラ
たらの芽と同じウコギ科の落葉高木の樹木で、木

の若芽の部分を食用とし、「山菜ならコシアブラが一
番」と言う人もいます。天ぷら、あえものが美味しい
です。

○コゴミ
クサソテツとも言います。こちらは樹木ではなく、

多年生のシダ植物です。若芽を採取します。森林や河
原に生育していますが県内でも分布地域は偏りがある
ようです。天ぷら、ごまあえがお勧めです。

○タケノコ
竹の若芽のことを言いますがイネ科タケ亜科に属し

ます。春の旬を代表する食材で、多くは孟宗竹の若芽
を掘ったものです。市場流通量も多く九州産が大半を
占めます。堀取り後はすぐにあく抜き処理をし、筑前
煮、たけのこご飯、味噌汁など多くの料理で美味しく
いただけます。

森林の貴重な資源で、春の食卓に彩りを添えてくれ
る山菜。山にも所有権があるほか、法令等による採取
制限がある場合もあるので看板表示を確認するなど、
採取には注意が必要です。森林所有者の許可を得ての
最小量の採取などルールとマナーを守り、春の恵みを
楽しみましょう。

■山菜について
島根県　林業課　林業普及スタッフ

一　　般
財団法人

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

も り 地域とともに豊かな森林を創る

岡山市北区磨屋町9番地18の101号　TEL（086）222－0675

松 原 正 記現在、241団体・44個人の
ご参加をいただいております。
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  ■はじめに  
広がる竹林をどうしよう？と困っていませんか？軽く強く美しい竹は昔から建材や日用品等様々な用途に

使われてきましたが、近年は放置された竹林が増え、その荒廃や拡大が問題となっています。
このため、中山間地域研究センターは、平成27年度から国立研究開発法人 森林整備機構　森林総合研究所

外3研究機関と共同で「竹林の効率的な駆除方法の開発」に取り組みました。当センターは、除草剤等の薬剤
を使用しない竹の地下茎の腐朽促進や伸長抑制手法について担当し、検証を行いました。

  ■遮蔽物埋設による地下茎の伸長抑制効果について  
隣接地への地下茎侵入を防ぐために、トタンやポリカ波板等の遮蔽物を竹林との境界に埋設することがあ

ります。その効果を検証したところ、突き抜け等はなく地下茎の侵入抑止手法としての有効性が確認されま
した。一方、遮蔽物の継ぎ目から地下茎が侵入しやすいことがわかりました。

  ■竹の高切りによる地下茎の腐朽促進効果について  
皆さんは「竹を地上1m辺りの高さで高切りすると地下茎を弱らせ再生竹の発生を抑制できる。」という話

を聞いたことがありませんか？そこで、高切りと地際での伐採を比較したところ、どちらも切株は枯れまし
たが、高切りが再生竹の発生を抑制する傾向は認められず、地下茎の腐朽促進効果は期待できないことが明
らかになりました。

  ■竹駆除の手引き書の発行  
竹を駆除するためには、竹の皆伐後再生竹の発生がなくなるまで、毎年刈り払いを継続する必要がありま

すが、除草剤の使用は再生竹の発生を減少させ、刈り払い作業を省力化できます。また、隣接竹林からの地
下茎の侵入を防ぐためには、遮蔽物の継ぎ目に隙間を生じさせない施工や資材の選択が必要です。

各研究機関による共同研究の成果については、竹駆除の手引き書としてまとめられました。空中写真等に
よる竹林判読のポイント、刈り払いを繰り返した場合の駆除にかかる年数の目安、再生竹の発生を抑制し竹
も利用できる除草剤の使用方法など、新たな知見について紹介しています。広がる竹林をどうしよう？とい
う時にはどうぞ。

　（主任研究員　大場寛文）

広がる竹林をどうしよう？という時に
中山間地域研究センター　農林技術部　資源環境科

上段：波板の継ぎ目から侵入する地下茎
　　　（手前側を掘り起こして撮影）　
下段：継ぎ手で結合できる資材（畦板）

高切りした切株（手前側）
と再生竹（奥側）

竹駆除の手引き書
「広がる竹林をどうしよう？という
時に」

※農林水産業・食品産業科
学技術研究推進事業「侵
略的拡大竹林の効率的駆
除法と植生誘導技術の開
発」により作成

手引き書の入手については
資源環境科 担当 大場まで

（TEL0854-76-3816）

森林の
研究
森林の
研究
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INFORMATION

4月～7月のイベント情報

◆4月21日㈯
早春の県民の森～琴引山縦走
8：30　琴引フォレストパークスキー場集合

◆5月6日㈰
新緑のブナ林とイワカガミ満開　県民の森指谷山縦走
8：30　県民の森木工室集合

◆5月12日㈯
大万木山サンカヨウ観察と草峠縦走
8：30　道の駅頓原集合

◆5月20日㈯
新緑の森の散策、野草の天ぷらと竹筒で炊く筍ごはん、米粉ケーキを楽しむ
10：00　県民の森木工室集合

◆5月26日㈯
眺望爽快！若葉の等検境縦走
8：30　雲南市吉田総合センター集合

◆7月21日㈯
黒板を作ろう！
10：00　県民の森木工室集合

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

県民の森では登山のほか、ご家族で楽しめる自然体験・木工体験等各種イベントを
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。

島根県県民の森
飯石郡飯南町小田

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

〒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

島根県水源林造林協議会
緑をはぐくみ　水をつくる

森の誕生日実行委員会（島根県、松江市、（一財）宍道湖西岸森と自
然財団、NPO法人もりふれ倶楽部、（公社）島根県緑化推進委員会）

苗木無料配布、ステージ（コンサート他）、移動動物園、農林産物販
売、飲食ブースなど

  駐車場  

  主　催  

  内　容   

JA島根中央家畜市場からシャトルバスにて会場までご案内します。

ふるさと森林公園（森の誕生日実行委員会事務局）
TEL：0852-66-2500

平成30年4月29日（日）9：30～15：00
ふるさと森林公園（松江市宍道町佐々布）

問合
せ先

「森の誕生日
2018」にご来場

ください！

入場
無料

NO.46 /2018.410



INFORMATION

2018「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
フリガナ

フリガナ

（　　　）才

職業・学校名

撮影場所

撮影日 平成　　　年　　　月　　　日

作品タイトル

市・町・村（大字）

（地内・山）

『しまねの森
も

林
り

』フォトコンテスト
■テーマ
「感じよう!しまねの森林!循環の環!」
～第71回全国植樹祭記念募集～
　今回は、平成32年春季に島根県で開催され
る「第71回全国植樹祭」を記念して、しまねの
森林を「伐 って・使って・植えて・育てる」写真
や、県民参加による森林づくり、豊かな自然や
人々の営みが創り上げてきた文化を切り取っ
た写真を広く募集します!!
・伐採・植林・育林風景等、森林が循環する姿
を題材にしたもの ・森林を活用したイベントや
森林環境教育など、県民による森林づくり活
動を題材にしたもの ・先人の営みにより育ま
れてきた美しい山々、里山の風景、森林と人と
のふれあい、木材と人とのふれあいなど、自然
や人々の文化を題材にしたもの ・歴史ある木
造施設など、木造文化の魅力を題材にしたも
の
※ご応募頂いた作品は、「第71回全国植樹祭」

に関する各種広報誌や、県内外での森林・
林業に関する各種 イベント・展示会等に活
用させて頂く場合があります! 【第71回全国

植樹祭に関する情報はこちらから↓↓】
ht tp : //w w w.p re f . sh imane . lg . j p /
industry/norin/ringyo/syokujyusai/

■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30年7月31日㈫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）
※ 一応募者につき受賞は一点とします。また、

部門による区分は設けません。
主催／「しまねの森林」発行委員会

2018しまねの森林フォトコンテスト 検索
☆ 詳しくは島根県農林水産部林業課ＨＰをご覧下さい。
　こちらの募集要項も印刷できます。

2018

島根県松江市東出雲町錦浜583-10

〒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

お近くの書店でお買い求め下さい。

A5判 340P ￥2,000＋税

̶山城50選と発掘された城館
『石見の山城』

山城50を厳選し、写真や縄張り図で詳しく紹介！
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しまねの森林
森林・林業総合情報誌

NO.46 平成30年4月
通巻286号

も り

林業普及リポート
農林大だより現地フラッシュ

広域 島根きのこ生産振興会
研修会を開催

●日時：平成30年3月8日㈭
●場所：出雲合庁会議室

松江
公共建築物の木造化・
木質化に向けた研修会
を開催

●日時：平成29年11月6日㈪
●場所：島根県林業会館（松江市母衣町）

雲南 吉田中学校間伐体験
（緑の少年団活動）

●日時：平成29年11月17日㈮
●場所：吉田中学校　学校林（雲南市吉田町）

出雲 浜田
浜田管内の製材所初と
なるＪＡＳ認定工場が
誕生

●日時：平成29年12月25日㈪
●場所：浦田木材㈱

県央 生産者による
菌床しいたけ食育授業

●日時：平成29年12月5日㈫
●場所：川本小学校（川本町）

益田 高津川流域産の
木材製品をPR！
～ますだ産業祭へ出展～

●日時：平成29年11月5日㈰
●場所：益田市民学習センター

隠岐 森林認証研修会
～隠岐産木材のブランド化に向けて～

●日時：平成30年2月14日㈬
●場所：隠岐の島町内

農林大 中四国農林大学校発表会
にて林業科２年生が
優秀賞を受賞

●日時：平成30年1月25日㈭～26日㈮
●場所：パルメイト出雲（出雲市今市町）

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

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/

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

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

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

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

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/

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

窒素加圧熱処理施設
導入

●日時：平成29年12月
●場所：㈱出雲木材市場

発　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30年3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/


