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１． 発表テーマ 

公共施設の地域材利用に関する提案 

～ラウンドテーブルで地域材の積極的活用を～ 

 
２．テーマの趣旨・目的 

平成２２年に「公共建築物等木材利用促進法」が施行され、福岡農林事務所管内でも

徐々に木造公共建築物が広がりを見せている。 

そのような中、久山町では、町有林の材で幼稚園を建てようという構想が持ち上がり

福岡農林事務所も関係者と共に課題解決に取り組んだので、その経過を報告する。 

 

３．現状及びこれまでの取り組みの成果・課題 

（１）成果 

① 合意形成について 
市町内の他部局や設計コンサルタントとの合意形成は、木造木質化の第一ステップ

ある。今回は「久山統合幼稚園ラウンドテーブル」という形で森林組合、設計コンサ

タント、久山町、資源活用研究センター、福岡農林事務所の５者が参加し、平成２６

８月から９回にわたり、新幼稚園のあり方や設計の条件、木材の伐採・加工、工程管理

完成時期等について協議を重ねた。 

 
 

② 発注方法について 
伐採～製材～加工まで十分な期間を確保するため、木材の発注と工事の発注を分離

る「材工分離発注」方式が採用された。 

伐採・搬出・・・平成２７年９月に町田園都市課が発注 
製材   ・・・平成２８年６月に町教育委員会が発注 
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工事   ・・・平成２８年８月に町教育委員会が発注 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 木材の使用量について 
当初の伐採予定林分は、久山町猪野地区の町有林スギ６１～６２年生５．０８haとヒ

ノキ６１～７７年生２．２９haで、毎木調査の結果から製品材積では６７５ が出材可
能と概算され、設計側が求める製品材積６５０ を確保できると見込まれた。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 木材の強度について 
木造建築物の構造計算をする上では使用する木材の強度を明らかにする必要がある。

そこで資源活用研究センターと農林事務所が伐採予定地にプロットを設置し立木の強度

を測定したところ、スギはヤング５０以上、ヒノキはヤング９０以上であったので、こ

の最小値を基準強度に用いることとした。 

 
 
 
 

立木材積 

２，６００  

素材材積 

１，６９０  
製品材積 

６７５  
×利用率 

６５％ 

×歩留まり４０％

延べ床面積 

２，１５０㎡ 

×０．３ ／㎡ 

製品材積 

６５０  

スギ 

ヤング係数Ｅ５０～ 

ヒノキ 

ヤング係数Ｅ９０～ 
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平成２７年４月に実施設計が始まり、部材の寸法や数量を取りまとめた「木拾い表

が提示されると、基準強度を上回る「ヒノキヤング１１０」の７ｍ長尺材が１００本

度必要となったので、製材の無駄を省くため、原木の段階で強度を測定し、適合材の

を製材するよう指導した。 

 
 

⑤ コストについて 
過去の調査によれば、延床面積２，０００㎡までは木造のほうが鉄骨や鉄筋コンク

ート造より安いという結果が出ており、最終的に延床面積２，００１㎡となった今回

幼稚園建設では、コスト的にも木造が適当だったといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

原木を町有林から調達して原田加工場で製材した場合の木材費は、原木を購入して

材した場合や、製品を購入した場合の木材費と比較して抑えられた。 

 
単位（万円）

 
 
 
 
 

また、木材費等の直接的なコストとは別に、町産材利用は地域の林業、木材産業の

性化に大きな効果をもたらした。 

町有林から
調達した場合

原木を購入
した場合

製品を購入
した場合

立木費用 0

伐採費 1,400

製材費 4,900 4,900

合計 6,300 7,500 7,800

2,600
7,800
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（２）課題 

地域材を使った木造公共建築物を広げていく上では次の課題が考えられる。 
① 合意形成→木造木質化について市町内の他部局や設計コンサルタントとの連携が

れるか。 

② 発注方法→材工分離発注が可能か。 

③ 木材の量の確保→伐採予定の林分から十分な量の材が確保できるか。 

④ 木材の品質の確保→伐採予定の林分から適材が確保できるか。 

⑤ コスト→町産材は規格材と比べ割高すぎないか。 

 

４．今後取り組むべき内容 

（１）具体的手法または検討方向 

今後は、木材の生産・流通・加工を総合的に把握する農林事務所、計測や分析など

技術的支援をする資源活用研究センター、森林経営計画を作成し利用可能な立木の情

を持つ森林組合の３者で「ミニラウンドテーブル」を常設とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）理由 

これにより、市町村から町産材を公共建築物に使用したい相談があった場合、スム

ズにラウンドテーブルに移行でき、機を逃さず相談に迅速な対応が可能となる。 
（３）期待する成果 

久山町の取組みを一過性のものとせず、引き続き他市町からの木造・木質化、地域

利用に関する相談に、積極的に対応していきたい。 
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（発 表 者）朝倉農林事務所 林業振興課 技術主査 川上 恭一 

１． 発表テーマ 

浮羽森林組合における中長期経営計画策定に向けた取組について(第１報) 

 
２．テーマの趣旨・目的 

近年、中長期的な経営ビジョンや数値目標を掲げた、森林組合の経営に関する計画書

を目にする機会が増えたように思う。それぞれの策定目的は、その森林組合の置かれて

いる状況により様々であるが、将来の地域のあるべき姿を見据えたビジョンであり、目

標であり、それに向かって役職員が共通認識を持って組合運営に当たるという面におい

ては、共通して読み取れるものになっているように思われる。 

それだけ、組合を取り巻く課題は、より複雑化し、総合的な検討や計画的な取組が必

要になってきたとも言えるところと思われる。 

当管内にある浮羽森林組合についてであるが、中長期的なビジョンや目標について明

確に示されたものはなく、特筆すべき課題を抱えている組合でもないが、どこの組合も

抱えているような労働力確保の問題など含め、検討すべき課題がないわけではない。 

そこで、経営状況が良い今のうちに、よりパワーアップした地域の中核的担い手とし

て、恒常的に組合員サービスの提供をできる組織づくりのため、中長期経営計画の策定

について取り組むこととした。 

 

３．現状及びこれまでの取り組みの成果・課題 

（１）成果 

①組織強化の取組として、次世代を担う課長以下森林組合職員との意見交換会の開催 

 ●課長級以下の森林組合の職員の意見の吸い上げ 

 ●個人個人危機意識は持っているが、牽引者不在で実行に移せない 

②中長期経営計画策定の準備段階として、労務班に対するアンケート調査 

 ●労務対策は、組合組織として重要な対策の一つで有り、実態を把握し、今後の協 

議の資料とする 

③長期計画策定部会の設置 

 ●役職員(現業含む)、行政(県、市)を構成員とする部会発足 

 ●策定協議する場の設定を行った 

 ●中長期的な目標や計画の必要性について、ある程度の理解を得ることが出来た 

④中長期経営計画勉強会の開催 

 ●森林組合の職員が必要と思わなければ、取組は成り立たない 

 ●中長期経営計画の利用方法 

 

（２）課題 

森林組合職員全てが、中長期計画の策定の必要性を理解したわけではない。 

なにより、通常業務で手一杯であるため、策定に向けた協議などに割く時間をとるこ

とが難しいといった状況も影響があると思われ、実際必要性が無いと考えている職員も

いると思われる。 

そこで、中長期経営計画の重要性や利用価値等については、理解を得るまでは、丁寧
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に勉強会を行う必要があると思われる。 

利用価値のある中長期経営計画を策定しなければ意味をなさないため、それが出来

協議になるような場を作っていきたいと考えている。 

 

４．今後取り組むべき内容 

（１）具体的手法または検討方向 

●業務多忙な森林組合職員の負担を軽減するため、議論の方向性や要求する資料内容

について整理提案するなど、部会長並びに事務局業務のサポートに努める 

●協議を進めるうえで、中長期計画の必要性の理解を更に深める 

●定期的な協議の場の設定 

●協議に必要な調査及び資料提供 

●未来を見据えた協議を行いたい 

●理事会への説明、及び承認を得ること 

●朝倉森林組合にもこの取組を拡大する 

 

（２）理由 

組合職員の業務負担という壁を一旦取り払うためには、出来うるサポートに心がけ

必要があると思われるが、組合主導で行うことは絶対条件。また、現状の課題解決ば

りのため、視野を狭くした現実路線の計画ではない、未来を見据えた中長期計画を作

てもらいたい。 

 

（３）期待する成果 

地域の未来を考えた経営ビジョンが、役職員の共通意識として描かれることが、最

要課題と考えている。目標数値等が設定された場合は、職員の質･能力、また過去の実

から考えても、十分目標達成が見込まれると考えている。 

まだ取組が始まったばかりで、成果的なものは全くないものと同様だが、重要性を

解することが、協議の真剣みに現れ、内容の充実、策定への早道になると思うため、

がとても重要な段階にあると考えている。この時期を慎重に、丁寧に説明を重ねてい

ことこそが策定への早道となり、経営の充実が図られると考えている。 

（意見交換会）          （中長期経営計画の勉強会） 
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（発 表 者）八幡農林事務所 林業振興課 主任技師 松清 幸司 

 

１．発表テーマ 

北九州市における森林施業について 

～林産事業への取り組みに向けて～（第２報） 

 
２．テーマの趣旨・目的 

管内森林の８５％を占め、北九州地区の森林施業の中心地となっている北九州市にお

ける林産事業への取り組みについて報告する。 

北九州市の森林は、人工林率が約３０％と低いが、その約８割である３，８００haは

９齢級以上であり、利用期を迎えている。しかし、木材単価の低迷や路網密度が低位な

こと、所有規模が零細であることなどから、森林所有者の林業に対する意欲は薄く、主

伐や搬出間伐といった素材生産はほとんど行われていない。 

   このため、北九州市における森林施業を担う北九州市森林組合は、収入のほとんどを

荒廃森林再生事業、造林事業、治山事業といった補助事業に依存している状況である。

今後の補助事業の不透明さを思慮すると、林産事業による収益を上げていく必要がある。 

 

３．現状及びこれまでの取り組みの成果・課題 

   林産事業に取り組むに当たって、２つの課題が挙げられた。 

   １つ目は、北九州市森林組合の労務体制の問題である。北九州市森林組合の労務５班

は全て請負であり、林産のできる労務班は１班しかいない。さらには、労務班の高齢化

が進んでおり、今後の見通しが不透明である。 

   ２つ目は、林産に取り組むフィールドの確保の問題である。Ｈ２７年度末の森林経営

計画作成団地は５団地、２６６haであり北九州市民有林の１％に過ぎない。これは、未

国調であることが大きな原因となっており、境界や森林所有者を特定することに労力を

要し、しかも所有規模が零細で筆数が多いため、集約化に至っていないことに依るもの

である。 

 

これらの課題解決に向けた検討のため、Ｈ２７年度に農林、北九州市、北九州市森林

組合、ホクザイ運輸㈱による４者協議を３回実施した。ホクザイ運輸㈱は、一般廃棄物、

産業廃棄物から年間７～８万トンのチップを生産しており、Ｈ２８年度には加速化事業

によりチッパーを導入し、ＦＩＴ制度を活用した未利用材のチップ化を目指している。 

① 北九州市森林組合の労務の問題について 

現在の請負労務班を林産ができるように育成していくことは重要ではあるが、

高齢化や林業機械の整備の問題を考慮すると簡単ではない。そこで、異業種の労

務班の活用として、ホクザイ運輸㈱と北九州市森林組合のマッチングを検討した。 

ホクザイ運輸㈱は、直営の伐採班を有しており、グラップル付バックホウやトラ

ックを所有している。このため、Ａ・Ｂ材は市場へ運材し、Ｃ・Ｄ材や枝条は自

社でチップ化するといった事業スキームにより、森林所有者により利益を還元す

ることができるのではないかと思慮された。 
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       図１：想定した事業スキーム 

        

② 林産に取り組むフィールドの確保の問題について 

      森林経営計画作成のネックとなっている境界や所有者が不明瞭であることへ

対策として、比較的境界などが明瞭な北九州市営林における森林経営計画作成

推進することとした。北九州市営林は７００ha であり、人工林面積は４００

である。さらに、人工林率が５７%と私有林と比べて高く、森林経営計画作成が

易であると思慮された。 

 

４者協議の結果、『市営林に限らず、荒廃森林再生事業や既存の森林経営計画の中に

いても、材を搬出しやすいところについては、北九州市森林組合とホクザイ運輸㈱が

力し、林産事業を推進する』ことについて合意形成が図られた。 

 

Ｈ２７年度の検討を踏まえ、Ｈ２８年度は私有林１か所、市営林１か所で主伐の予

である。しかし、主伐面積が小規模であったことなどにより、今回はホクザイ運輸㈱

の連携（Ｃ・Ｄ材や枝条のチップ化）までは至らなかった。今後、連携できる場合の

場条件の整理等が必要である。 

 

   また、生産性向上のためには、高性能林業機械の導入が不可欠であることから、機

を購入するために必要な事業量等を検討した。プロセッサ（２，０００万円）、フォワ

ダ（８００万円）をそれぞれ１台ずつ購入した場合に必要な年間事業費は下記のとお

約３,５００万円となった。 

 

     表１：必要年間事業費 

    

費用
（万円）

備　考

1,600 4名×200日×20,000円/人日
減価償却費 400 2,000万円÷5年
維持管理費 200 2,000万円×50％÷5年

（軽油）70㍑/日×100円/㍑×150日
（オイル）3㍑/日×300円/㍑×150日

小計 718
減価償却費 160 800万円÷5年
維持管理費 160 800万円÷5年
燃料費 45 （軽油）30㍑/日×100円/㍑×150日
小計 365

2,683
1,073 直接事業費×40％
△280 （2000＋800）×0.5/5年
3,476

費用の項目

人件費（外注費）

プロセッサ
燃料費

機械補助金

118

フォワーダ

直接事業費
間接事業費

総事業費  
 

の

を

ha

容

お

協

定

と

現

機械

ー

り
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   次に、下記のとおり事業単価を１万円/ と仮定すると、３，５００万円分の事業量を

確保するためには、年間３，５００ の素材生産が必要となる。 

   ＊事業単価＝木材売上９，０００円/ （市場手数料を除く）＋間伐補助金５，０００

円/ －所有者返却金１，０００円/ －運搬費３，０００円/  

 

   つまり、４人１組の労務班が２００日（延べ８００人日）素材生産に取り組むとする

と、必要労働生産性は３，５００ /８００人日＝４．４ /人日となる。 

 

   さらに、年間必要事業量が３，５００ であり、収入間伐（７０ /ha）と主伐 

（４００ /ha）を４：１の割合で実施したとすると、収入間伐２１ha、主伐５ha が必

要である。 

 

 次に、収入間伐を年間２１ha実施するために必要となる森林経営計画の検討を行った。 

 収入間伐と切捨間伐の割合を半々とすると５か年に必要な間伐面積は、２１ha×２×

５か年＝２１０haとなる。 

 また、森林経営計画の認定要件では、人工林面積の１/２～１/３の間伐が必要となる

ため、間伐面積２１０haの約２．５倍である５２５haの人工林のまとまりが必要となる。 

 さらに、人工林のみだけではなく、周囲の広葉樹等を含めて森林経営計画を策定する

ため、仮に人工林：広葉樹等＝２：１とすると、５２５haの１．５倍である約８００ 

ｈａの森林経営計画の策定が必要ということになる。 

 

   つまり、現在の労務の状況や、森林経営計画の作成状況を考慮すると、現時点では高

性能林業機械（プロセッサ、フォワーダ）を購入することは現実的ではなく、更なる事

業計画等の検討が必要であるということが分かった。 

今回、高性能林業機械の導入を検討する上で検証した内容は、北九州市森林組合にお

ける中長期の目標の目安となると思慮された。中長期の目標の実現のための短期間の目

標としては、森林経営計画の策定を進め、事業量を確保すること、少しずつでも林産事

業を継続し、技術やノウハウの蓄積、人材の育成に努めることが重要となる。 

   ＜中長期の目標の目安＞ 

    ・高性能林業機械（プロセッサ、フォワーダ）の整備 

    ・年間労働力延べ８００人の確保 

    ・目標労働生産性 ４．４ /人日 

    ・年間３，５００ の林産事業（収入間伐２１ha、主伐５ha） 

    ・森林経営計画８００ha 

 

４．今後取り組むべき内容 

（１）具体的手法または検討方向 

Ｈ２８年度の主伐予定の２か所については、ホクザイ運輸㈱との連携（Ｃ・Ｄ材や枝

条のチップ化）までは至らなかったことから、連携できる場合とできない場合の条件整

理を行う。条件の合う箇所については、チップ化まで行い、少しでも所有者に利益還元

できるように指導していく。また、歩掛調査等を行い、生産性の悪い工程について改善

できないか検討を行う。 
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北九州市営林については、林産事業のフィールドとしての活用が期待できることから、

引き続き森林経営計画作成の指導を行っていく。 

 

（２）期待する成果 

Ｈ２８年度は小面積ではあるが、林産事業の第１歩を踏み出すことができた。今後、

技術やノウハウを蓄積し、人材を育成していくとともに、さらなる森林経営計画作成に

より、林産事業が拡大していくことを期待する。 

また、Ｈ３０年には、北九州市の響灘地区において発電所建設の計画があることから、

未利用材のバイオマス利用が、北九州地区の強みとなると考えられる。ホクザイ運輸㈱

等チップ会社との連携により、未利用材の活用が進むことを期待する。 

 

 

 

 

 

主伐地の状況（平成２８年度事業箇所：北九州市営林） 
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（発 表 者）飯塚農林事務所 林業振興課 技術主査 後藤 聡 

１． 発表テーマ 

筑豊地区森林・林業推進協議会の取組みについて 

 
２．テーマの趣旨・目的 

筑豊地区森林・林業推進協議会は、平成１９年４月１日より発足され、飯塚管内の１

５市町村・３森林組合等で構成されており、民有林と国有林が連携し、森林整備の促進、

林業事業体の再編・体質強化、労働力の養成・確保、木材流通の改善、県産材の需要拡

大等を推進することを目的としている。 

今回は、筑豊地区森林・林業推進協議会の最近の実績及び今後の取組みについて報告

する。 

 

３．現状及びこれまでの取り組みの成果・課題 

（１）成果 

 Ｈ２７の取組みついては、県内において平成２７年１０月５日にうきは市吉井町で、

地元材を利用した木造３階建ての市営住宅、久留米市田主丸町の病院で木質バイオマ

スボイラーを視察。 

県外においては、平成２７年１０月２９日～３０日に鹿児島県薩摩川内市の中越パ

ルプ工場と姶良市の竹チップ工場の竹林整備の現地を視察。 

中越パルプ工場では、製紙用や未利用木材を燃料としてバイオマス発電用のチップを

製造している。 

竹林整備については、（株）株式会社夢竺山で現地視察を実施。 

平成２３年に創業され、年々荒廃している地域の竹林を資源として有効利用すること

を目標に竹林の整備・タケノコの生産・販売等に取組んでいる。 

平成２７年１１月１２日においては、山口県岩国市において、山口東部森林組合内

において製材所を見学後、タワーヤーダ使用による主伐現場では、作業道開設で作業

システムの現地視察。 

 

平成２８年度の取組みにおいては、６月３日林推協幹事会終了後に（株）シェルタ

ーより公共施設の木造化について各県の事例で研修会実施。 

９月２４日には飯塚市で建築家の妹島和世氏が「環境と建築」テーマで講演を実施

し、地元の近畿大学や建築会社等の約２５０名出席。 
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平成２７年度実績 

         

 中越パルプ工場視察（鹿児島県）    (株）夢竺山 竹林整備視察（鹿児島県） 

         

 山口県東部森林組合内の製材所（山口県） 作業道開設の作業システム視察（山口県） 

 

平成２８年度実績 

            
（株）シェルターによる研修会（飯塚市）  建築家 妹島和世氏講演会（飯塚市） 

 

 

（２）課題 

昨年度、主に県外で先進地視察を実施したが、今年度は県内での取組を行うことや

協議会の中で農林業の共同での取組の要望があったため、各会員に２つの内容につい

てアンケートを実施した。 

 

アンケート内容 

 

１ 情報収集したいこと（複数回答可） 
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 ・林産（主伐・皆伐等）の現場について ・バイオマス関連 

 ・高性能林業機械           ・他の林業事業体の業務等 

 ・竹林対策について          ・特用林産について 

 ・その他 

 

アンケート集計結果（複数回答） 

 
 

２ 今年度、農林業の共同で実施したいこと。（意見） 

・イノシシ・シカ対策 

  ・竹チップ堆肥 

・農は獣害対策でワイヤーメッシュ等を農地に張られており、容易に山道に入れ

ないためワイヤーメッシュ等に頼らない獣害対策を考えてほしい。 

 

上記について、アンケートを集約した結果、１については一番意見が多かった竹林対策、

２については、獣害対策に決定。 

 

４．今後取り組むべき内容 

（１）具体的手法または検討方向 

 竹林対策については、竹林整備等に取組んでいる嘉麻市の任意団体フォレストセー

バー「正人の郷」より竹林整備状況、竹の有効利用等について現地研修会を実施予定。 

獣害対策については、当事務所の農山村振興課と共同で、講師として（株）野生鳥

獣対策連携センターを招き、農林産物の被害軽減を図るため現地研修会等を実施予定。 

（２）理由 

    竹林対策においては、手入れされず放置された竹林から隣接した人工林などに竹が

侵入し竹林化しているため、様々な取組を行うことで、解消を図っていく必要がある。 

 獣害対策においては、毎年イノシシ・シカ等の農林産物の被害が甚大であり、被害

軽減に向けての取組が必要である。 

（３）期待する成果(目標数値等を定めた場合はその成果を含む) 

    今回、竹林対策・獣害対策については、計画中で報告まで至らなかったが、詳細 

内容については、今後報告をしていく。 

  

林産 6

バイオマス

6

高性能林業

機械 1
林業事業体

3

竹林対策 9

特用林産 4

その他 1
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（発 表 者）筑後農林事務所 林業振興課 普及係長 木下 能成 

１． 発表テーマ 

筑後農林管内の林業活性化のために 

～主伐会議と求められる普及活動～ 

 
２．テーマの趣旨・目的 

筑後農林管内では八女地域の豊かな森林資源を背景に、古くから林業・木材産業が発

達しており、現在では、福岡県八女森林組合と民間林業事業体等により森林整備と木材

の供給が行われている。 

県内でもトップクラスの林業地であるが、そのため課題も多岐多様であり、林業普及

指導に対し期待されるものも大きい反面、十分に対応できていないと感じている。 

今回は、林業活性化のために行っている八女材主伐促進会議の成果と、今後の地域課

題について発表すると共に、日頃の普及指導の中で業務改善の参考になりそうなもの数

点を述べてみたい。 

 

３．現状及びこれまでの取り組みの成果・課題 

（１）八女材主伐促進会議の設置と成果について 

国では林業の成長産業化の一環として、また福岡県では森林・林業基本計画に「主伐

の推進」があげられ、推進する機運が高まっている。そこで県補助事業（主伐で元気に

プロジェクト）の推進にむけ、平成２６年６月に八女材主伐促進会議（以下、主伐会議）

を設置することとなった。 

構成員は、福岡県八女森林組合（組合長、専務、参事、各課長等）、八女市林業振興課、

広川町農政課、筑後農林事務所、その他の計１５名程度とし、毎月１回程度を目途に開

催することとしている。（議長は、筑後農林 林業振興課長） 

当初は名のとおり主伐促進を議事としていたが、昨年度以降、林業振興全般にテーマ

の広がりを見せている。 

 

本年度は「福岡県八女森林組合目標指標」を年度初めに協議、設定し、毎回組合の各

課長等から業務進捗の報告を受けることとした。 

その結果、数値目標が明確になり業務も的確かつスピーディーとなったと感じる。 

また問題点や課題の早期発見にもつながり、適切な行政対応や普及指導も可能となっ

ており、組合全体の業務が円滑に進んでいるようである。 

なお、本年度目標数量について、その多くが「達成見込み」である。 

 

一方、森林組合職員のあいさつする声も大きく、笑顔も明るくなっており、モチベー

ションも上がっていると実感できる。これは業務の成果が適時に評価されるからではな

いかと推測する。 

本年４月に森林組合の組織再編が行われており、主伐会議の成果だけではないにして

も、各課間のコミュニケーションが図られ、行政も交えた情報の共有の場として主伐会

議の果たす役割は大きいと実感している。 
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４．今後取り組むべき内容 

（１）主伐会議を今後も継続開催し、単年度事業目標の設定と進捗管理を行うとともに、 

「将来の八女林業」について、自発的に検討するよう助言を行うとともに、必要に

応じて支援を行っていきたい。 

 ◎管内市町の森林・林業基本計画（マスタープラン）の策定 

   

◎福岡県八女森林組合の「経営理念」を掲げ、中長期経営計画を策定する 
 
◎木質バイオマス需要への対応 
 
◎八女地域で森林認証を取得し、「八女木材ブランド」を創出する 

 
（２）新しい会議の枠組みの創設 

筑後管内全域を見据えた森林・林業・木材産業の将来像を検討する場を創設する。 

◎八女以外の市町の森林・林業施策への支援、会議実施（中核林業事業体が不在） 

 

◎民間林業事業体も巻き込んだ目標策定の検討。 

 

◎川下（製材所や木材加工業者等）とも定期的な意見交換の場を設ける。 

 
５．日頃の普及活動で気付いたことと業務改善について 

これまで大きなテーマを述べてきたが、人数の限られた中で筑後農林での林業普

及を行っており、数点の気付きと改善すべき点があったので述べてみる。 

◎記録による普及情報の共有化 

外部・内部から同様な質問が不定期で相談されているが、場当たり的で、

対応の不備が指摘される。 

 

 ◎業務マニュアルの再検討と適正化 

概ね定型化している業務について、マニュアルが不十分で、細部は個々の

判断や慣例によって処理されている部分があり、業務の円滑進行に支障が

出ている。 

 

 ◎林業普及の多様化に応じた文書分類 

複数分野をまたぐ業務が多く、文書分類が不十分で、書類探しに時間を要

している。 

 

 ◎林業普及に求められているのは「答」ではなく、「情報」。 

  多くの相談があるが、行政からの情報発信不足との指摘が多い。 

 

 ◎林家や現場の声をもっと収集、分析すること 
  県内で最も「自伐林家」が多く存在するが、活躍の場が疎んじられている。 

請負施業者、一人親方、現場作業員の意見がほとんど表に出てきていない。 
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６．最後に 

八女地域の林業。矢部川下流、大川市の木材加工・家具産業。八女市立花町・黒木町、

大牟田市、みやま市ではタケノコが全国的な生産量を誇り、八女市上陽町を中心に原木

しいたけの生産、大木町では町を挙げて菌床キノコの一大産地を形成するなど、他の地

域にはない独自性が強い。 

今後は「情報の引き出し」を増やし、人と人、川上と川下の「架け橋」となり、現場

の声を「活かす」ことで、林業普及に努めて行きたい。 

 
 
 

 

             
 

 

八女材主伐促進会議の様子 本年度取扱量３３，０００ を超す見込の

福岡県八女森林組合八女木材共販所 

未利用資源・木質バイオマス利用は 
順調に進んでいる（八女市黒木町野田山） 

管内の民間林業事業体による主伐施業現場

森林組合に導入され活躍が期待される 
２５ｔグラップル付フルトレーラー 

森林組合が民間林業事業体とリース契約し

貸出しているプロセッサ 
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① 計画 森林経営計画の樹立面積 9,017 9,500 9,500 9,099 ha ・今後団地をふやす（黒木、上陽）

主伐（面積） 43.50 40.00 35.00 23.15 ha ・買い取り林産、手を付けた箇所

主伐（材積） 10,659 13,200 12,000 5,467 m3 ・買い取り林産、手を付けた箇所

800円補助対象の主伐材積（県計画50,000m3） 13,812 14,000 14,000 13,561 m3 ・３回目締切分、今後5,000ｍ３予定

③ 搬出間伐 提案型集約化施業による搬出間伐面積 44.00 45.00 18 ha ・買取は終了、代理が４0～５0ha

④ 間伐 森林経営計画の必須間伐面積（下限面積） ha ・最終でしかわからない（税事業等）

⑤ 下刈 下刈実施面積 300.00 194 ha ・５年以上の箇所等、落とした

直営労務班による素材生産量 11,124 20,800 10,000 3,593 m3 ・現時点までの生産量

森林組合の素材生産量 18,651 28,210 18,050 9,267 m3 ・間伐まで含めた数量

八女木材共販所の年間取扱量 29,436 36,000 33,000 10,578 m3

ア　協定販売（市売りまたは付け売り）の材積 860 m3 ・別紙内訳のとおり

イ　間伐材の協定販売（市売りまたは付け売り）の材積 286 m3 ・アの内訳

木材輸出 730 720 2,000 375 m3 ・木材価格がよく輸出に回せない

木質バイオマスの取引数量（枝条）ｔ 4,688 6,500 4,645 ｔ ・１０，０００ｍ３を予定

バイオマス利用目的の取引数量（D材）m3 576 ー ー 226 m3 ・共販所での規格外をバイオマス

荒廃森林再生事業の森林整備面積（八女市） 563.62 630.00 630.00 537 ha ・協定書を確保中

荒廃森林再生事業の森林整備面積（広川町） 29.37 30.96 30.00 ha ・協定書を確保中

・１１月末か１２月に完成予定

林業労務災害防止　対策 ー ー ー ー ・山の神祭　・伐木技能選手権

新技術導入（コンテナ苗等） ・11月4日：小花粉スギ補助説明

認定森林施業プランナーの育成状況 6 3 3 名 ・二次試験に４名受験予定

林業技術者の育成状況 5 2 名 ・林業架線作業主任者　・高度架線研修

新規林業労働力の育成確保 名

人材
育成

バイオ
マス
販売

⑧

⑨
環境
税

⑩
情報
発信

⑪
労働
環境

H28年
度
目標

H２８年度　福岡県八女森林組合目標指標(メモ）    　　　（Ｈ２８・10・24）現在

森林組合だより（補助事業、バイオマス、取り組み方針、

素材
生産

⑥

⑦
木材
販売

H27年
度
実績

単位

参考 H28年度造林事業関係　直接支援、美しい森林、県単造林、合板・製材生産性強化対策（造林７２ha、除間伐５６ha、路網整備１９，５００ｍ）

確保量
進
捗
％

メモ分類 目標となる指標項目

主伐

⑫

組合
年度目標

②

八女木材共販所の入荷状況、木材価格等）

-17-



（発 表 者）行橋農林事務所 林業振興課 普及係長 髙橋 滝夫 

１．発表テーマ 

京築ヒノキの需要開拓に関する取組みについて（その２） 

 
２．テーマの趣旨・目的 

京築地域で生産されるヒノキは、心材が赤く艶があり、年輪幅が狭く強度があるとい

う特徴があると言われており、昭和６１年より「京築ヒノキ」という名称でブランド化

に取り組んできた。 

しかしながら、現在、京築ヒノキとしての良さを PRできるような製品はなく、一般の

ヒノキとの差別化ができずに流通している状況にある。 

そこで、京築地区森林・林業推進協議会の活動の中で、「京築のヒノキと暮らすプロジ

ェクト」（略称「ちくらす」）を起ち上げ、市場調査やデザインの検討を行い、京築ヒノ

キの新たな木材利用を提案する取り組みをスタートした。 

 

３．現状及びこれまでの取り組みの成果・課題 

（１）「ちくらす」の概要 

平成２７年度、行政、大学、家具作家等によるプロジェクトチームを起ち上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   プロジェクトでは、大学生による市場調査やアイデアをもとに、京築の木材の良さを

活かした家具や内装、木製品としての木材利用のデザインを提案し、京築ヒノキ製品を

試作、販売することを目指している。 
   そのほか、京築ヒノキを使った、古民家リフォームや東九州自動車道今川ＰＡのＰＲ

コーナーのデザイン提案、ＳＮＳを活用した情報発信などに取り組んでいる。 
 
（２）成果 
   昨年度は新たなデザインを提案するための基礎資料と

して、西南女学院大学が、ヒノキに対する印象、ヒノキ

の使い方などのアンケート調査や、木製品の需要動向等

について家具販売店への取材を行った。 
   今年度は、調査結果を基に対象ユーザーや製品テーマ  
を西南女学院大学が設定し、西日本工業大学がデザイン 
を提案する「合同コンペ」を３回にわたって実施し、優 
秀作品は家具作家に試作を依頼した。 

 

   【行  政】  行橋農林事務所、管内２市５町 

【教育現場】  西南女学院大学 人文学部観光文化学科      

         西日本工業大学 デザイン学部建築学科 

【制作現場】  京築、北九州地域のオーダー家具作家 

【生産現場】  京都森林組合、豊築森林組合 

      

  

＜ロゴマーク＞ 

「ちくらす」の構成 

合同コンペ 
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試作品は、北九州市の（株）井筒屋の協力により平成２９年２月２２日から２８日

かけて開催した展示会で披露するとともに、デザインや使い心地等についてアンケー

を行った。 

 
さらに、展示期間中の土日は「京築の魅力満祭２DAYS」  

と題し、井筒屋本館と新館の間の「クロスロード」にて、 

京築地域の食品販売と木工ワークショップを開催。 

   多くの方々に京築ヒノキ、京築地域の魅力を伝えること 

ができた。  

   なお、展示会の様子は SNS で情報発信を行っているので、 

試作品の詳細等はこちらをご覧いただきたい。 

  【ちくらすツイッター】http://twitter.com>chikurasu 

 

４．今後取り組むべき内容 

（１）具体的手法または検討方向 

アンケートを分析し、試作品に改良を加え商品化を進めるとともに、生産・販売体

について検討を進める。 

また、家具に適したヒノキ材（乾燥材）の確保が必要であることから、供給体制を

える必要がある。 

さらに、平成２９年度も継続して合同コンペや展示会を実施し、魅力ある商品の開

を進める。 

 

（２）期待する成果 

今回の取組で得られた「他業種との繋がり」を活かし、「京築ヒノキ」の認知度向上

需要の拡大を図る。 

テーマ設定 
（西南女学院大学） 

デザイン提案 
（西日本工業大学） 

提案を具体化 
（家具作家） 

土日の魅力満祭２DAYS

に

ト

体制

整

発

上、
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２ 平成２８年度林業技術現地適応化促進事業実績 

～ヒノキコンテナ苗を活用した低コスト造林の実証～ 

福岡農林事務所・農林業総合試験場資源活用研究センター 

 

 ヒノキコンテナ苗の植栽について要望があり、平成２７年度から出荷が開始されたこ

とにより条件が整ったことから、本県で初の取組みとなるヒノキコンテナ苗の植栽につ

いて本年度実証事業を行い、併せてコンテナ苗木の現地保管※についても検証を行った。

（※「ヒノキコンテナ苗の現地保管」を参照） 

 また、植栽体験を行う現地研修会についても２回開催した。 

 

（１）実施箇所・内容 

伐採箇所 面積（ha） 備考 

大野城市牛頸（大野城市営林） 

スギ・ヒノキ１００～１０２年生 

４．０２ｈａ ３０林班３―１、３－２、

４－１、５ 

 

コンテナ苗植栽 計０．６０ｈａ（２，５００本/ha 植栽） 

植栽回数 植栽本数 期間 

第１回コンテナ苗（ヒノキ） ５００本 平成２８年 ９月２９日 

第２回コンテナ苗（ヒノキ） ５００本 平成２８年１２月 ２日 

第３回コンテナ苗（ヒノキ） ５００本 平成２９年 ２月 ３日 

対照区（現適区域外・裸苗） ５００本 平成２９年 ２月 ２日 

 

（参考）作業システム 

作業工程 （伐採）   （木寄せ・全木集材） （枝払い・玉切り） （積込）  （搬出） 

チェンソー＋グラップル＋ハーベスタ＋グラップル・フォワーダ

      ０．４５        ０．２０  

  ※地拵えについては人力 

素材生産実績（単位： ） 

スギ ヒノキ 素材計 バイオマス※ 合計 

４０１ １，４４４ １，８４５ ６００ ２，４４５ 

※注：バイオマスについては、１トン＝１ で換算 

  

（２）地拵え・植栽作業の効率化 

  ①地拵え（４．０２ｈａ） 

   全木集材を行い、枝条などのバイオマスを６００トン搬出したことにより、林内

の枝条などが減少したため、地拵えに係る労力（人工数）は標準的な地拵え作業の

場合と比較し、６割に削減された。８０人⇒４８人 

  ②植栽（０．６０ｈａ） 

  改良型ディプルによるコンテナ苗の植栽により、植栽に係る労力（人工数）は、

唐クワによる裸苗植栽に比べ７割弱に削減された。 

１９９本/人・日⇒３００本/人・日 
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（参考）地拵え・植栽作業の効率化 

地拵えの比較 作業人数 備 考 

地拵えに係る人工数 ４８人（実績）  

通常の地拵え人工数 ８０人（比較） 標準的な地拵え２０人／ｈａ 

 

コンテナ苗植栽の比較 １人当たり生産性 備 考 

コンテナ苗人工数 ３００本/人・日（実績） １，５００本÷５人・日 

裸苗人工数 １９９本/人・日（実績） ８，４７５本÷４２．５人・日 

 

（３）ヒノキコンテナ苗の植栽研修会の実施 

平成２８年１２月２日、平成２９年２月３日の計２回実施し、延べ４６名が参加

した。平成２７年度に試作した改良型ディプルを使った植栽体験を行い、作業のし

やすさを実感してもらった。 

 

（４）ヒノキコンテナ苗の規格について  

   ヒノキコンテナ苗の規格については、平成２８年９月に定められている。 

（規格：コンテナ容量３００ｃｃ、苗長３５ｃｍ上、根元径５ｍｍ上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒノキコンテナ苗植栽研修会 

改良型ディプルによる植栽状況 苗袋による運搬状況 

植栽方法の指導 
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表－１ ヒノキコンテナ苗の現地保管の概要 

ヒノキコンテナ苗の現地保管 

 

資源活用研究センター 

 

コンテナ苗を使用した一貫作業システムで植栽作業を行う際、伐採班と植栽班が異な

る場合は苗木を現地で保管する必要がある。そこで、コンテナ苗を枝条で覆う方法（森

林総研,２０１６）を参考に、ヒノキコンテナ苗の現地保管試験を実施した。伐採跡地に、

９月と１１月にコンテナ苗をメッシュバッグに入れたまま、全体が隠れる程度に枝条で

被覆した。(写真－１、２、表－１) 

両時期とも３週間保管後に植栽しても、２０１７年２月時点では多くの苗木が生存（図

－１）。 

その後、健全に生育するか否かは、植栽から１年後の生育調査をもとに検証する予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  写真－１ 現地保管の様子            写真－２ 現地保管後のコンテナ苗 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考文献】国立研究開発法人森林総合研究所(2016)コンテナ苗を活用した主伐・再造林技術の新たな  

展開～実証研究の現場から～ 

（ダウンロード https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/chukiseika/3rd-chuukiseika37.html） 

図－１ 生存状況（2017/2/3 時点） 

（枝条を取り除いた直後） （メッシュバックに入れたまま 

全体が隠れる程度に被覆） 

名称
保管
期間

保管
開始日

植栽日
調査
本数

9-0d  ０日 ― 9月30日 25本

9-1w  １週間 9月20日 9月30日 25本

9-3w  ３週間 9月8日 9月30日 25本

12-0d  ０日 ― 12月1日 25本

12-1w  １週間 11月25日 12月1日 25本

12-3w  ３週間 11月11日 12月1日 25本

0

5

10

15

20

25

9‐0d 9‐1w 9‐3w 12‐0d 12‐1w 12‐3w

9月30日植栽 12月１日植栽

個
体
数
（
本
）

生存 枯死
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３　平成２８年度に実施した研修・指導等（資源活用研究センター）

（１）主な研修・指導

普及対象 研修名等 内容 回数・人数

林業労働安全等に関する
研修

林業労働安全に係る知識等の習
得

架線研修など各種研修に
付帯し都度実施

林業架線作業主任者講習
架線集材に必要な学科・実務技術
を習得(架線主任者免許試験に必

１８日間×３名

高度架線技能者育成研修
架線集材計画の立案など、架線集
材に係る高度技能の習得

５日間×４名

森林作業道作設オペレー
タ養成研修

壊れにくい森林作業道を作設する
技術研修

4日間×５名

原木きのこ栽培塾
原木シイタケ、ヒラタケ、ナメコ等の
生産技術講習会

６日間、１４名

タケノコ栽培塾 タケノコ生産技術講習会 ４日間、１７名

ハゼ栽培塾 ハゼの育成技術講習会 ２日間、１６名

フォレストマネージャー、オ
ペレーター等研修

林地残材の低コスト収集運搬に係
る現地研修

３回、１２名

林業普及情報システム化
事業

横架材に適したスギ原木の選木技
術の実証等普及研修

１回、９名

福岡県森林施業プラン
ナー育成研修

提案型集約化施業・森林経営計
画を推進するプランナーの育成

勉強会の開催
１日間×２０名

福岡県森林施業プラン
ナーフォローアップ研修

森林経営計画作成業務等に従事
するプランナーに対する、知識及
び技術の習得

フォレスター研修会と同時
開催
１日間×６２名

林研グループリーダー研
修ほか

後継者で組織された林研グループ
の活動支援

随時、４７名

自伐林家等技術向上支援
事業

自伐林家等育成のための現地研
修会及び先進地視察研修

現地研修：１日間、４０名
現地視察：２日間、２１名
女性交流会：１日間、３１名

林業技術職員 林業職育成研修（基礎編）
林業技術職員育成のための基礎
研修

２日間×１４名

新任者研修 林業職育成研修併催

林業就業者

新規生産者

林業事業体

森林施業プランナー

林業後継者(林業研究
グループ・自伐林家等)

新任者研修 林業職育成研修併催

専門研修
高度架線技能者育成研
修、森林施業プランナー
育成研修等併催

森林総合監理士育成研修 ２日間、２９名

林業関係新任職員 林業教室（初級コース）
新任の市町村等林業関係職員へ
の林業技術等全般講習

１日間、３６名

農業大学校生 林業総論・林業演習
農業大学校生への林業に関する
講義・実習

１年生：５日間８８名
２年生：４日間８８名

森林ボランティア 森林づくり活動安全講習
下刈作業、伐木・造材の基礎的な
安全作業研修

基礎講座：２回２５名
手道具基礎：３回３４名
動力編 〃 ：２回２４名
上級者　〃 ：１回１３名

小・中学校教師等 森林教育研修
教師を対象とした森林・林業体験
学習

1日×１１名

小中学生 森林環境教育 小中学生への自然環境学習 ２回、１６名

高校生
スーパーグローバルハイス
クール事業

課題研究セミナー（福岡県の森林
と林業に関する講義）

１回×１８名

一般県民、林家等 各種相談、樹木園見学ほ
か

樹木・森林紹介、病虫害・特用林
産・林業経営技術の相談等

８２回、９７名

（２）主な行事等

普及対象 行事名 内容 参加者数

林業普及指導員・県林
業改良普及協会会員等

平成２８年度
林業活性化シンポジウム

林業普及指導実績発表及び講演
「自伐林業の意味と可能性～暮ら
し・地域・福祉～」

平成２８年１１月３０日
１日：６２名

林業普及指導員・県林
業研究グループ会員等

民国連携合同現地研修会 シカ被害防除に係る現地研修会
平成２８年１１月１５日
１日：１０４名

林業普及指導員
新任者・中堅・専門研修など林業
普及指導員等のレベル、専門分
野に応じた技術研修
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（１）主な研修・指導（資源活用研究センター） 

森林作業道作設オペレーター養成研修 

（林業就業者：久留米市市有林）

特用林産物栽培塾（ハゼ） 

（新規参入生産者：久留米市）

森林施業プランナー・フォレスター等 

合同研修会（プランナー等：福岡市）

フォレストマネージャー等研修 

（林業事業体：久山町）

森林施業プランナー育成研修 

（森林施業プランナー：久留米市）

林業教室（初級コース） 

（市町村林業関係職員等：うきは市ほか）
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森林づくり活動安全講習 

（森林ボランティア：八女市） 
農業大学校生への研修 

（農業大学校：朝倉市）

森林教育研修 

（小中学校教師等：篠栗町）

森林環境教育 

（小中学生：久留米市）

林業活性化シンポジウム（実績発表、講演）

（林業普及指導員等：福岡市）

自伐林家等先進地視察研修 

（林業後継者等：長崎県）
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会場からの質問に答える佐藤講師 

（２）主な行事等 

平成２８年度 福岡県林業活性化シンポジウム 

昨年に続き、地域における林業関係者が、林業の課題解決とともに、将来の本県林業

の在り方を考える機会として、「平成２８年度福岡県林業活性化シンポジウム」を福岡県

林業改良普及協会と開催しました。 

 

１ 日 時 平成２８年１１月３０日（木）１３：００～１７：１０ 

２ 会 場 福岡県西総合庁舎（福岡市） 

３ 参加者 ６２名（佐藤講師含む） 

４ 概 要 

① 普及指導実績発表 県内６農林事務所より 

② 記念講演 

「自伐林業の意味と可能性～暮らし・地域・福祉～」 

九州大学大学院農学研究院 教授 佐藤 宣子 氏 

③ 意見交換会 

 

シンポジウムでは、まず各農林事務所の林業普及指導員から、それぞれの活動地域の

課題解決に向けた取り組みについての実績発表が行われました。実績発表については、

どの発表についても各地域の課題を的確に捉え、また多忙な業務な中でも積極的な取組

みが行われていると感じられました。 

このうち、優秀発表として福岡農林事務所の大井手絵里子普及指導員が発表した「公

共施設の地域材利用に関する提案」、同じく行橋農林事務所の高橋滝夫普及係長が発表し

た「京築ヒノキの需要開拓に関する取組みについて」が選出され、平成２９年度の「林

業普及指導員九州ブロックシンポジウム」及び九州森林管理局で開催される「森林林業

技術交流発表大会」で発表予定です。 

また、記念講演では、「自伐林業の意味と可能性

～暮らし・地域・福祉～」と題して、現代林業の

“「自伐林業」探究の旅シリーズ”など、自伐に関

する研究や著書等で著名な九州大学大学院の佐藤

宣子教授にご講演いただきました。 

自伐林業に関する全国の事例など幅広くご紹介

いただき、改めて自伐林業とは何か？またそれぞ

れの立場でできることは何か？を考えさせられる

内容でした。参加者からは「山村での暮らし方の

新たなヒントになった」、「自伐林業を今一度再考

したい」の声も聞かれ、非常に反響は大きかった

ようです。 

佐藤教授にはシンポジウム後の意見交換会にも参加いただき、さらに貴重な意見を聞

くことができました。林業活性化のためのシンポジウム等を、来年以降も関係団体と協

力して開催して行く予定です。 
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関心の高さから質問が相次いだ くくりワナの設置実演。改良の意見も 

 

民国連携合同現地研修会 

民有林・国有林双方の技術者の技能向上と連携の強化を図るべく、昨年に引き続き民

国連携による合同現地研修会を、朝倉農林管内林業研究グループ連絡協議会ほか関係団

体との共催で実施しました。（今回は１００名超が参加する大規模な研修となりました） 

 

１ 日 時 平成２８年１１月１５日（火）１０：００～１６：００ 

２ 場 所 朝倉郡東峰村小石原公民館（①～④）、各円国有林（⑤） 

３ 参加者 １０４名（講師等含む） 

４ 概 要 

① 東峰村におけるシカ対策の取組みについて（東峰村役場） 

② 福岡県内におけるシカ分布等について（福岡県資源活用研究センター） 

③ 講演―平成の里人～集落の絆で防ごう鳥獣被害・耕作放棄地～（岐阜県農作物野

生鳥獣被害対策アドバイザー） 

④ 低コスト造林に向けたシカ防止ネット及び巾着式あみ箱ワナについて（九州森林

管理局森林技術・支援センター） 

⑤ 現地実習―囲いワナ、くくりワナの実践（福岡森林管理署、正和商事(株)） 

 

午前中は、まず座学として東峰村の野寄課長より村内のシカ被害の現状とそれに対す

る取組の紹介があり、続いて県資源活用研究センターの桑野研究員より県内におけるシ

カ被害の状況や新たな捕獲法等に関する報告がありました。次に岐阜県農作物野生鳥獣

被害対策アドバイザーである酒井氏から、シカ以外の鳥獣被害も含めた被害対策の在り

方等について非常に内容の濃いご講演をいただきました。座学の最後には、九州森林管

理局森林技術・支援センターの古川・池水講師より巾着式あみ箱ワナの可動実演が行わ

れ、参加者からは熱心な質問が相次ぎ、「とても参考になった」と大変好評でした。 

午後からは福岡森林管理署の岡田・木藤・松本講師から囲いワナ、くくりワナの説明

や設置実演が行われ、参加者とワナの改良に関するやり取りも見受けられるなど、最後

まで熱を帯びた研修となりました。 

 今後も林業に関する技術研修会等を継続し、民国の連携強化を図っていく予定です。
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普及指導の状況（福岡農林事務所） 

久山幼稚園〈仮称〉構造見学会（久山町） 福岡市林業振興研修大会（福岡市） 

松くい虫樹幹注入技術研修（福岡市） 

第２回伐倒技能選手権大会（篠栗町）  ヒノキコンテナ苗植栽研修（大野城市）

 

福岡地区特用林産振興会たけのこ生産研修

（八女市） 
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普及指導の状況（朝倉農林事務所） 

   

 

 

   

 

 

   

   

朝倉地区森林・林業推進協議会視察研修 

（熊本県荒尾市） 
民国連携シカ防除研修会 

（東峰村） 

浮羽森林組合中長期経営計画策定部会 

（うきは市） 

特用林産指導（消費拡大） 

（久留米市） 

竹林品評会（久留米市） 朝倉地区特用林産協議会視察研修 

（長崎県東彼杵町） 
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普及指導の状況（八幡農林事務所） 

主伐現地の安全指導（北九州市） 

地上散布確認・指導（無人ヘリ） 

（芦屋町） 
しいたけ原木伏込地診断（北九州市） 

森林組合労働安全講習会（北九州市） チッパー導入現地検収・指導（北九州市） 

松枯れ防除技術指導（樹幹注入） 

（北九州市） 
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普及指導の状況（飯塚農林事務所） 

 

 

 

 

 

木質バイオマス利用推進部会（飯塚市） 

森林施業プランナー育成講習会（飯塚市）

建築家 妹島和世氏講演会（飯塚市） 

木育（飯塚市菰田小学校） 

シカ被害対策研修会（嘉麻市） 

竹林整備と竹炭づくり（嘉麻市） 
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普及指導の状況（筑後農林事務所） 

八女材主伐促進会議（八女市） 

林業後継者育成指導 

（八女市：八女農業高等学校） 

素材生産の拡大へ向けた取組み支援 

（八女市：八女木材共販所） 

森林の世代サイクル回復に向けた主伐推進の

取組み（八女市星野村） 

未利用木材資源の活用推進指導 

（八女市黒木町）  

筑後地区森林・林業推進協議会視察研修

（木質発電施設：鹿児島県霧島市） 
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普及指導の状況（行橋農林事務所） 

京築のヒノキと暮らすプロジェクト 

企画会議（北九州市） 
森林ボランティア指導 

（上毛町） 

森林組合職員研修 

（みやこ町） 

高校生の林業体験（京都森林研究グループ）

（みやこ町） 

中学校の木工体験授業 

（豊前市） 

しいたけ原木伏込地診断 

（豊前市） 
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お問い合わせ

関　係　機　関　名 電話番号

農林水産部林業振興課 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 092-643-3537

福岡農林事務所林業振興課 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目8-8 092-735-6138

朝倉農林事務所林業振興課 〒838-0068 朝倉市甘木2014-1 0946-22-6585

八幡農林事務所林業振興課 〒807-0831 北九州市八幡西区則松3-7-1 093-601-5567

飯塚農林事務所林業振興課 〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 0948-21-4966

筑後農林事務所林業振興課 〒833-0041 筑後市和泉606-1 0942-52-5188

行橋農林事務所林業振興課 〒824-0005 行橋市中央1丁目2-1 0930-23-0388

資源活用研究センター林業普及課 〒839-0827 久留米市山本町豊田1438-2 0942-45-7868

分類記号 所属コード

ＰＦ 4706205

登録年度 登録番号

28 0005

所　　在　　地

福岡県行政資料


