
　　　　　　　　われらは森林の環境と、その恵みを守り育てます                        TEL・FAX　019-663-0547

  月 日          内     容 詳細
 講座‥現地研修

　　　　　集合　ギダジ研修場

☆遠野エコ‥講師派遣
　　「山仕事入門講座」
間伐の日‥‥集材、薪・製材
　　集合・ギダジ研修場
里山・研修‥「安全講習」
　　　参加者～岩大学生ほか
里山事業‥盛岡市玉山区
　　対象林分の作業環境整備
森林税事業‥手代森(田中林)
　　集合～手代森小学校　
 講座‥現地研修

　　　　　集合　ギダジ研修場

里山事業‥盛岡市玉山区
　　対象林分の作業環境整備
間伐の日‥‥集材、薪・製材
　　  集合・ギダジ研修場
森林税事業‥北上市上鬼柳
　　　集合‥‥現地

6/3(水) 里山事業‥三助山・集材、搬出
～4(木) 　　集合　ギダジ研修場

里山事業‥盛岡市玉山区
　　対象林分の作業環境整備
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31(日) 研・2p

〃

研・3p

　17(日)

　23(土)

  10(日) 研・6p

16(土)

6(土)

30(土)

　　　　　　NPO法人　いわて森林再生研究会
　　　　　　　　　　　　盛岡市上田堤1-13-7

5/9(土)

研・2p

〃 研・6p

24(日) 研・3p

2015年5月号

活動カレンダー 　5/9～6/6

北・10p

北・8p

北上・8p

研・3p

南・9p

北・10p

いわて森林再生77いわて森林再生77いわて森林再生77

※　詳細は表の右枠のページを
　　見てください。

間伐材の利活用‥‥きのこ栽培(シイタケ、ナメコ)植菌作業 (4/26) 去年植菌した-ほだ木にシイタケが！！！‥ 

森林・山村多面的機能発揮対策事業 

  ～ 林野庁事業に県内 95 団体が参加 ～ 

昨年度、この事業によって岩手県の里山 
 は 85 団体で 728ha を保全＝再生したそう 

です。ビックリする実績です。 
今年度は更に参加団体が増え 95 団体が 

  参加します。交付金の総額は 1 億 8000 万 
円余りで、1 団体の平均交付金額は 189 万 
円となります。研究会は平均以下の 112 万 
円です。 

   この事業は今年で 3 年目になります。事 
業の趣旨は、荒れている里山(私有林) を地 
域住民で再生しようというもので、画期的 
な施策ではないでしょうか。と云うのは、 
産業の枠に入らない小面積の里山の再生に 
国の予算を付けて事業を立ち上げたからで 
す。従来の林業行政の対象となるのは大規 
模山林所有者、伐出業者、製材業者、木材 
流通業者、森林組合などの所謂、業界が中 
心でした。ここにきて、やっと国が個々人 
の里山の環境に目を向けたという訳です。 
今年度の研究会は、事業の活動分野は幾 

  つかある中で、“保全(＝再生、手入れ)” 
“資源利用(林内残材の搬出)““教育・研修 
(講座のミニ版)”の 3 分野を実施します。 
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「間伐材の資源化プロジェクト」‥‥セブン-イレブン記念財団 助成事業

 ☞ 伐り捨て間伐
　
　　 利用しない(出来ない)で林内に 残
　　 置するのを「伐り捨て間伐」 といい
　　 ます。
　　　� 現在は殆どが採算が取れない
　　　　ので切り捨て間伐です。
　
　 以前は間伐材をそれぞれの用途、
　 例えば柱、垂木など建築材とし
   て使われ木材市場に出しても結
   構取引がありました‥
    これを 「利用間伐」 といいます。
　
　
　

＜5月のスケジュール＞

■ 間伐材の日
　  と　き　5月16日(土)
　  ところ　ギダジ研修場
  　内　容　薪づくり、製材、集材
　

4月の活動から

□　4/26(日)　　きのこ植菌　＆ 雑木間伐材の集材　　参加　19人

　　　　　�予定していた4/11(土)が降雨で中止して、この日に延期。

シイタケ、ナメコ
　合わせて
2,000コマを打込む

明るい雑木林、昨秋、伐倒していた材の集材　　  100ｍのロープウインチは頼もしい

■ 間伐材の日
　  と　き　5月31日(日)
　
　　　　上記 5/16 と同じ
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「森林ボランティア講座」‥‥三井物産環境基金　助成事業

震災復興支援活動‥‥‥3年間で森林作業の人材200人を養成

 4月の活動から

　
「講座」 ‥‥ 今月から現場研修

■ と　き　5月 9日 (土)

  　　　　　　      9:00 ～ 15:00
   集　合　ギダジ研修場
 
   内　容　・チェンソー、ナタ等の
　　　　　　　　　　　　　　使い方
　　　　　 ・小径木の伐り倒し方

 ■　と　き　　5月  24日  (日)

　　　　　　　　　上記と同じ

　

□　4/12 (日)　「講座」  ‥‥オリエンテーション
　　　　　　　　　　　　盛岡市中央公民館　受講者41人　スタッフ19人

県内各地から参集した受講者　4月は室内研修でした。5月からは現場です。　講座担当の佐藤利一さん

　　　　　　DVDで「講座」を紹介これから一緒に研修します、よろしくネ

＜ 5 月のスケジュール＞ 
チェンソーを持つ「姿勢」・「型」 

身体動作を伴うスポーツ、芸能にフォー 
ム＝型があると同じようにチェンソーの 
使い方にも型があります。 
チェンソーを持つときは、背筋は伸ば 

し、半身に構えて、足は肩幅ほどに開き、

脇を軽く締め、チェンソーの尻は軽く太 
腿の付け根に付くようにします。これを 
守ればチェンソーの刃が体に触れてこと 
はありません。 
( 実地訓練で試して納得してください) 
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災害復旧支援活動　(大槌町)

□ 4/18～19 　大槌の「筋山」は標高200ｍでも眺めはリアス式海岸美
     が眼下に広がるビューポイント。今回の活動は観光施設のある筋山
     の整備が狙い。研究会、みちのく郷山保全隊、間伐ボランティアい
     わて、いわて森林を守る会、それに現地のNPO法人吉里吉里国と5団
     体の合同で進めました。参加は2日間で延べ30人。きつい斜面と樹木
     の大きさに若干手を焼きましたが、なんとか目的を果たしました。

大槌‥盛土だけで復興はまだまだ　　　　　　筋山‥眺望は素晴らしい

地元、「吉里吉里国」のメンバー

2日目朝の集合写真

堅くて裂けやすい広葉樹の伐木‥‥よし、これでやりましょう！

偏心のマツ大木、ハシゴ、ひっばりだこも使い慎重に処理

急斜面のスギ林、樹高も27,28メートルと高い！



  年   月 日

2011年 3月17日

4月7日

5月5日

 流失したキノコ栽培の原木を回収する

6月18日

　～ 19日

　　　　  

7月12日

　 ～13日

7月21日

9月14日

10月15日

　 ～16日

11月19日

 ～11月20

2012年 　　　1月　

3月28日

4月14日

　　　 ～1

11月15日

　 ～16日

12月6日

　  ～7日

12月16日

 ～翌年6/16

2013年 3月23日

   ～24日

8月11日

～翌年3/9

2014年 　　5月

～翌年3/8

2015年

4月18日

　 ～19日

3月9日

宮古・重茂半島の鵜磯(ういそ)に入り、復旧支援活動。      

遠野市のNPO法人遠野エコネット主催の　「山仕事入門     

 講座」に指導スタッフを派遣 　　　　　　　　　　　　　　

　8回開催

  宮古・重茂鵜磯地区

  12月～翌年の6月まで

5月10日

 キノコ植菌作業 (夏場でも沿岸はヤマセ気候で涼しい) 　2,500本を植菌

　県との協同作業 　

宮古・重茂半島鵜磯地区で被災者の越冬用薪づくり      

  素晴らしいリアス海岸

  の景観は地域の宝

　11回開催

   7回開催

  皮が剥がれないため

  酷寒の冬の作業

  前年から支援している

　雑木林で伐木・玉切り

　静岡のNPO「S-GIT」

  も支援に加わる

    備   考

　盛岡のNPO

　盛岡の工務店へ

　回収は2%だけ、

　殆ど海に流失

 遠野市のNPO法人遠野エコネット主催の「第2期 山仕事      

　入門講座」に毎回 指導スタッフを派遣 　　　　　　　　　

  遠野市のNPO法人遠野エコネット主催の「第3期 山仕事      

 入門講座」に毎回 指導スタッフ2人を派遣 　　　　　　　　

 大槌町　NPO法人吉里吉里国主催の「林業大学」に講師

 2人を派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　

 大槌町の筋山の整備(下刈り、間伐、朽木等劣性木の処理。

　※展望台のある観光ポイントの整備は復興支援
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 大船渡市で「津波被災木の安全伐木講習会」開く

　　　　※末崎愛林公益会と提携　

 大槌町で「津波被災木の安全伐木講習会」開く

　　　　※NPO法人吉里吉里国と提携

 久慈市で「津波被災木の安全伐木講習会」開く

　　　　※小久慈牧野組合と提携

・　　　　〃

・来春のキノコ栽培用、原木づくり(コナラの伐採作業)

 養殖漁業に欠かせないイカダ用長尺のスギ丸太を伐出、

  160本を陸前高田・広田湾漁協へ届ける

・キノコ植菌作業、6,000本にシイタケ種駒を打つ

・地区の人たちに「津波被災木の伐木安全講習」を開く

 宮古市、山田町、大槌町の仮設住宅へ配る

              活  動  内  容

 避難所に炭250キロを届ける

 避難所に届ける炭を「NPO山仕事くらぶ」へ提供

 陸前高田の避難所の風呂場づくりに厚板を提供

・鵜磯地区で津波を被ったマツ、スギの大木を処理

・キノコ栽培の原木づくり(伐採したコナラの玉切り)

・キノコ植菌(シイタケ)作業

 仮設住宅へ向けのベンチ60脚を製作、

震災復旧支援活動の記録　 2011,3 ～ 2015.4



主催 団体名 派遣者数受講者数(見込)

 5月～来年3月まで11回

 6月から毎月1回全8回

　※毎月第3土曜
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　　　　　　　　講師派遣事業　(安全技術普及活動)

開催期間・回数 備　　　　考

 ※この他に6月に「刈払い」計画

 第4期「山仕事入門講座」

 受講者は県内各地から集まる

 どちらも「目立て」

　3～4人 10～15人  研究会の里山事業の一分野
5月～来年3月に10回

※今月は16日(土)

遠野エコネット 　　3人 20人

紫波みらい研究所 　2人゜ 10～15人

※毎月第2日曜　　　　

里山・研修

6/14(日)、8/22(土)

 初めて今年度6月からスタート

県民の森 　　2人 10人

☞  今年度の派遣事業

慣れるまで根気が必要

間伐率の算出
　 (林分調査)

 最近、各団体から森林作業の安全講習会への講師要請が増えています。今年度は
下記 のようになります。いずれも受講者は初心者、森林所有者の人たちです。

※ 上記の他　単発的な「講習会」など複数の団体から講師派遣の打診もあります。

□ 3/9(月) 大槌町「NPO法人 吉里吉里国」の ”林業大学”へ 藤原、斉藤 の 2人派遣

目立て

分解して構造を知る



　　2015年5月号
盛岡市上田堤　1-13-7   TEL・FAX 019-663-0547

携帯　090-7070-8724    代表　斉藤 文男

＜5月のスケジュール ＞
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　　　恒例行事ですが、葉ざくらの花見は
　　初めて。何とか花が残っている八重
　　桜の下でのノミニケーションでした。

　＜総会の審議内容＞
・2014年度の事業報告・決算
　　　事業(活動費)規模　4,528,048円
・2015年度事業計画・予算案
　　　事業(活動費)予算‥4,400,000円
　　　　　　　　　　　承認されました。
 
　　※事業は前年度と概ね同じですが、
　　　講師派遣事業は派遣が増えます。
　　　新規派遣‥‥‥
　　　・NPO法人紫波みらい研究所へ
　　　・里山・研修会(里山事業の一環)
　
・　その他
　　　理事会(3/10)の議決を報告
　　　「理事長立候補は75才未満とする」
　　　と決めたとの報告がありました。

□ 4/29 (水) 第13回通常総会
　　　　　　　　　於:県公会堂
　出席者41人、委任状34人。
　細田一夫氏の議長のもとで審議。
  提出議案が承認されました。

☺　4/29    総会終了後、岩手公園で花見

各活動分野の今月のスケジュール・前月の 
活動詳細は下記のページを見てください。 

◆「間伐材利活用」‥‥‥‥‥ ☞ 2ページ 

◆「森林ボランティア講座」‥ ☞ 3 ページ 

◆「派遣事業」 ‥‥‥‥‥‥  ☞ 6 ページ 

◆「里山・研修」‥‥‥‥‥  ☞ 6 ページ 

※財務諸表など総会資料の欲しい方は 
申し出てください。 

 




