
ニュース・レター登米の森林から 「お役立ち情報定期便」 創刊号        
 

 

 

 

登米の森林

から  
  

   2015.2 
 

   

森林組合，建設職組合等による登米市木造災害公営住宅の上棟式（迫町大網地区）  

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

このたび，県，登米市及び市内の３

森林組合（登米町森林組合，東和町森

林組合，津山町森林組合）は，ニュー

ス・レター「登米の森林(もり)から」

を共同で執筆，発行していくこととし

ました。 

森林は，優れた素材である木材や再

生可能なバイオマス等を供給する有望

な産業資源であると同時に，私たちが

豊かで潤いある生活を送る上で欠かせ

ない大切な環境資源でもあります。 

この大切な森林を健全に育成してい

くためには，森林の造成から木材の生

産・加工，消費へと至る一連の好循環

を実現していく必要があり，そのため

には地域の多くの関係者の連携が欠か

せません。 

そこで私たちは，情報誌を通じて行

政や森林組合の取組，森づくりの技術

自然豊かな郷土の姿など様々な情報を

お伝えしながら，森林所有者を始め市

民の皆様に私たちの取組に対するご理

解とご協力を頂いていきたいと考えて

います。 

地域の豊かな森林を育て，活かす！ 

 

先代達が営々と造成に励み私たちが

引き継いだ地域の森林は，今まさに収

穫の時期を迎えようとしています。 

この大切な資源を育て，守り，そし

て有効に利用していくため，私たちは

連携して様々な取組を進めてまいりま

す。皆様には趣意にご理解とご協力を

お願いしますとともに，本誌を末永く

ご愛読いただきますようお願い申し上

げます。 
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  登米材をふんだんに使った災害公営住宅 

（登米市佐沼大網地区） 

「登米の森林
も り

から」創刊に当たって 

森林・林業の好循環による地域の健全な森林
も り

づくりを目指して！ 
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シリーズ・ 森林づくりへの支援 

その① 森林育成事業（植林や間伐への助成） 

 [著者] 

シリーズ・ 森林づくりの技術 

その① 利用間伐のススメ 

林業は，その主たる生産物である木材を収穫するまでの期間が他の作目より著しく長いため，育成技術や

収穫技術について改良・革新等が進みにくい，或いは定着しにくい側面があったかも知れません。しかし，

現在は厳しい経営環境にはあっても，この充実した有効な地域資源を持続的に利用していくための「森林づ

くり技術」がさまざま検討され，実践されています。 

このコーナーでは，今後の価値ある山づくりに有効と思われる新技術や不可欠な基本技術，さらにはそれ

を実施する場合の助成制度等について紹介していきます。 

 
＜間伐は森林の多面的な働きに大きく貢献します＞◆間伐を行うと・・・・・ 

①林内に日光が入り地面には多様な植物が育つなど，豊かな生態系が形成され，将来的に健

全で活力ある森林となります 

②森林土壌が健全に保たれ保水量も多くなるので，水源かん養や国土保全機能のほか地力も

向上し，残った立木の成長も促進されます 

＜間伐は森林の価値を高めます＞◆間伐を行うと・・・・・ 

①立木の肥大成長を促し，年輪幅の揃った価値の高い木材が生産されます 

②不良木が除かれるので，間伐を繰り返す毎に，まっすぐで良質な木材が生産されます 

③風雪害や病虫害に抵抗力のある健全な森林になります。 

＜間伐を有利に行うために＞◆間伐を低コストで有利に行うには・・・・・ 

①間伐対象地の集約化，団地化 → 概ね５ha以上に団地化する。 

②高性能機械等の活用 → 立木が大径化していることから，機械の能力が最大限発揮されます 

③路網の整備 → 概ね 100ｍ/ha以上（集材距離約 40ｍ以内）の作業道を開設 

④一定の間伐量の確保 → 概ね 50m3/ha以上の素材生産を行う 

 ＜間伐地の団地化＞ 
 

◆最大で経費の７割程度が助成されます 

水源のかん養や山地災害防止など，森林の持つ

機能は国民生活に不可欠な公共財産の一つとして

位置付けられ，これらの機能を高度に発揮させる

観点から，造林や育林事業は公共事業として実施

されています。具体的には，市町村長が作成する

計画に基づいて，森林組合や森林所有者等が行う

人工造林や下刈，枝打ち，間伐等の森林施業に要

する経費の一部（最大で７割程度）を助成するも

のです 

 

◆助成を受けるには一定の条件があります 

将来的に健全で機能の高い森林に育つよう，植栽

本数や下刈期間，間伐率など施業を行うに当たって

いくつかの条件があります。また，事前に経営計画

を策定しておく必要などもあります。 

◆詳しくは，最寄りの森林組合へご相談ください 

助成措置についての詳細は，本誌掲載の森林組合

または県（地方振興事務所林業振興部），登米市

（農林政策課）へお問い合わせください。 
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はじめに 

 

このコーナーでは，「自然への誘い

（いざない）」をテーマに、登米市の

豊かで多様な自然をはじめ、本誌にふ

さわしい地域の巨樹・巨木などをシリ

ーズで紹介していきます。 

自然豊かな景勝地を「自然公園」と

呼ぶこともありますが、特に優れた自

然の景観や環境を守るために，法律や

条例に基づいて，国立・国定・県立の

各自然公園や自然環境保全地域等に指

定されている地域があります。 

登米市では，①南三陸金華山国定公

園（平成 27 年 3 月に三陸復興国立公

園に編入予定），②伊豆沼・内沼県自

然環境保全地域，③鱒淵観音堂県自然

環境保全地域，④翁倉山県自然環境保

全地域，⑤平筒沼いこいの森登米市自

然環境保全地域の各地域が指定されて

おり，それぞれに特徴のある美しい自

然景観を見せてくれます。 

なお，国立・国定・県立公園や自然

環境保全地域等に指定されている地域

は，優れた自然景観や自然環境を守り

ながら適正な土地利用をしていくため

に，樹木の伐採や開発，建設等をする

際に制限やルールがありますので，宮

城県東部地方振興事務所登米地域事務

所林業振興部（TEL:0220-22-

6125）までお問い合わせください。 

 

伊豆沼・内沼及び蕪栗沼 
 

登米市には，ラムサール条約登録湿

地である伊豆沼・内沼及び蕪栗沼を中

心に，越冬のためにたくさんの渡り鳥

が飛来し，特に天然記念物のマガンに

ついては全国の越冬数の９割がこの地

に飛来します。このようにたくさんの

渡り鳥が飛来する理由は，ねぐらとな

る湖沼や餌場となる水田が豊かなため 

 

であり，自然と人の営みがこの地域を

渡り鳥の楽園としているのです。 

例年，たくさんの方が野鳥観察を楽

しまれていますが，伊豆沼・内沼には

野鳥観察や自然環境学習をサポートす

る３つの「サンクチュアリセンター」

があります。 

最初に御紹介するのは，「宮城県伊

豆沼・内沼サンクチュアリセンター

（鳥館）」です。この施設は，野鳥観

察や伊豆沼・内沼の自然環境の調査研

究の中心となっており，展望スペース

には望遠鏡が設置されているほか，野

鳥の生態や伊豆沼・内沼の自然につい

ても総合的に学ぶことが出来ます。ま

た，自然体験講座等のイベントも随時

開催されています。 

「登米市伊豆沼・内沼サンクチュア

リセンター（淡水魚館）」は、円形水

槽に普段は見ることが難しい淡水魚等

の水生生物が展示されており，近くに

は野鳥観察施設もあります。 

「栗原市サンクチュアリセンターつ

きだて館（昆虫館）」は，周辺に生息

する昆虫標本等の展示や伊豆沼・内沼 

 

 

 

の映像上映のほか，内沼に面する展望

スペースには望遠鏡も設置されていま

す。 

北帰行が始まり，渡り鳥が見られる

のは 3 月上旬頃までとなりますが，野

鳥観察のマナー「触らない・近づきす

ぎない・驚かさない、観察場所から離

れる際は靴底をきれいにする」にも気

を付けながら，野鳥観察をお楽しみく

ださい。 

（写真提供：(公財)宮城県伊豆沼・内

沼環境保全財団） 

  

ふるさとの自然案内 

＜早朝の伊豆沼におけるマガンの飛び立ち＞ 

＜野鳥の楽園 伊豆沼(左)と内沼＞ 
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シリーズ第 1回 

登米町森林組合 作業班長   

須藤 義雄さん 

「今は機械力（ハーベスタなど）

の時代。間伐も作業道を入れて

効率良く行うことが大事。荒れ

た暗い山が明るくなり，生き生き

としてくるのが何よりうれしい」 

 昭和６０年６月，登米町森林組合に

作業班の補助として入る。５年ぐらい

は下刈り・除間伐に従事して技術を磨

き，平成４年に職員となり各種（玉掛

け，地山掘削，車両系建設機械ほか）

の資格取得や技能講習を修了した。こ

れまでに森林組合が森林所有者から依

頼を受けて行う作業道開設，伐採等の

全ての業務，あらゆる機械・装置の操

作に従事してきた。 

「けがは一度もないね。極意

というものでもないが，常に作業

の安全に気を配り、決して「これ 

で大丈夫」と思わないでやって 

きた。だから，雪が降った場合 

などは，基本的に現場は休む」 

県とのつきあいは，自分が開設した

作業道を利用して他の技術者を対象に

「森林作業道開設研修会」を県職員と

ともに開催して以来続く。森林所有者

のため，少しでも丈夫で長持ちする作

業道を提供したいと互いに苦労したこ

とが思い出深いとのこと。 

 

「森林組合（職員）は，明るくて

良く話を聞いてくれるところがい

いね。（若手に言いたいこと？）

モノ（道具・機械）を大切にする

こと。それと，分かんないことは自

分で判断しないで先輩から聞い

て，１日も早く山仕事を覚えてほ

しいね。もちろん最大限応援する

よ」 

 ・・・取材に伺った時は、バックホ

ウで作業道を開設中でした。「ターボ

エンジンなので、すぐにエンジンを切

らないで３～５分動かしておく。急冷

却を防いでエンジンを保護するために 

ね」と解説してくれました。優しい須

藤さん。元気のある地域のヤマづくり

に向け，これからもケガ等に気をつけ

ながら，若い技術者等の指導を続けて

いってください。 

（インタビュアー：大森幸男   

県登米地域事務所 林業普及指導員）

シリーズ・インタビュー      ヤ マ で 働 く ！ 

県土の約６割を占める森林は，木材の生産ばかりでなく様々な公益的役割を担っており，例えば昨年地球温暖

化の影響とされる豪雨災害等が各地で頻発した際，災害防止に果たす森林の重要な役割が改めてクローズアップ

されたのは記憶に新しいところです。現在，植林や間伐など森林の造成や整備のため働く人々は県内でわずか

1,400 人ほどですが，こうした方々の活躍が本県の全国有数の木材生産や多様な森林機能の高度発揮を支えて

いるのです。  

このコーナーでは，そのような「普段はあまりお目にかかれないけれど，実は私たちの豊かで安全・安心な生

活を支えている」ヤマのプロフェッショナル達をシリーズで紹介していきます。 

 

 

 名前のスタイル 

林業や森林組合への就業については，

最寄りの森林組合，または(公財)宮城

県林業活性化基金（森林組合連合会

内） 電話 022-217-4307）まで   

お問い合わせください。 

作業道の開設でバックホウを操作する須藤さん 
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緑と森の価値を創造する登米町森林組合 

◆登米町森林組合は，登米町，豊里町，米山町を中心

に登米市全域を主な事業地域とする，組合員数 411

名，組合員所有森林面積 2,255ha の県内 16 森林

組合の中では最も小さい（面積比）組合です。しか

し事業内容は多岐に亘り，森林整備事業の他に木材

加工・木工事事業，特用林産事業，森林環境教育事

業を行う「総合型森林組合」として職員・作業班員

全 38 名で運営しています。 

◆森林整備事業では，高性能林業機械をいち早く導入

して効率的な作業体系を確立し，間伐推進５ヶ年計

画に基づき事業を進めています。 

◆木材加工・木工事事業は主に地区内森林から伐採さ

れた原木を製材後に，乾燥からプレカット加工まで

を一貫して行い，さらに住宅等の建築までを手がけ

ています。 

＜太陽熱木材乾燥庫＞ 

◆東日本大震災以降は，周辺の森林組合や建設業団体

と共同で木造の応急仮設住宅や災害公営住宅の建設

に携わるなど震災復興にも努めているほか，復興庁

の指定を受けて太陽熱を活用した新しい木材乾燥技

術の構築等にも取り組んでいます。 

＜木造応急仮設住宅＞ 

◆特用林産事業は，椎茸栽培を核として椎茸麺や椎茸

炊き込みご飯の素等の加工食品を販売しています。

震災に伴い，市全域で原木露地栽培椎茸の出荷制限

を受けましたが，昨年８月に県内で最初に制限解除

を受け，今後の展開に期待が寄せられています。 

◆森林環境教育事業では登米森林公園の運営や森林セ

ラピー活動など，森林を活用した観光や健康づくり

にも取り組んでいます。 

 

 

ハ イ！  こ ち ら 森 林 組 合！ 

森林所有者の協同組合である森林組合は，森林（もり）づくりの主要な担い手として，地域の森林が適切に

整備・管理されるよう努めています。特に，収穫を迎えつつある木材資源を有効に活用しつつ山林の価値を高

める「利用間伐」や「耐久性のある作業道開設」等を推進しており，これらを効率的な作業システムにより低

コストで行う「集約化施業」を県や市と連携して全力で展開しているところです。 

このコーナーでは，登米市内の森林・林業地域において森林整備のみならず様々な活動を行っている３つの

森林組合の情報やお知らせをお届けします。森林・林業・みどりに関するお問い合わせは，是非森林組合へ！ 

 

 

【登米町森林組合】 

登米市登米町大字日根牛小池 100 

電話  ０２２０－５２－２０７５ 

ＦＡＸ ０２２０－５２－２８７６ 
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山のことなら東和町森林組合へ！ 

◆本組合が主に事業地域とする旧東和町の森林面積は

11,195ha で，総面積の約８割を占めています。特

に，民有林の人工林率は 71％に達し，県平均の 54

％を大きく上回る県内有数の林業地となっており，

その資源も着実に成熟しつつあります。 

◆本組合は，民有林を主体に森林所有者である組合員

の皆様から委託を受け，下刈り，間伐などの手入れ

や立木の伐採から販売までを行なう協同組合です。

地域の森林・林業経営は、長引く木材価格の低迷や

人工林の３割を占める松林が松くい虫被害を受ける

などしている状況にあり，将来の価値ある山づくり

に向け，今後計画的かつ適切な森林の整備やマツ材

の利活用を積極的に進めていく必要があります。 

◆この喫緊の課題を克服すべく，本年度より新たに経

営相談事業助成金（農林中金）を活用し，組合員の

皆様に集約化施業の提案や森林経営計画の策定支援

に努めていくこととしています。さらに，利用間伐

を低コストで実施していくため，いち早く導入した

高性能林業機械や各種補助制度を積極的に活用し，

活力ある地域森林の整備や素材生産量の拡大等に向

け事業を計画的に進めてまいります。 

＜高性能林業機械（グラップル）での集材作業＞ 

◆市内には，東和・登米・津山の三組合がありますが，

それぞれが強みを持った特色のある組合となってい

ますので，丸太の供給・販売にとどまらす，より一

層各組合が連携しながら，森林所有者の皆様の立場

に立った有利な販売や低コスト化に向けた計画的な

労働力の確保・配置等を進めてまいります。 

＜高性能林業機械（プロセッサ）での造材作業＞ 

＜高性能林業機械（フォワーダ）での運材作業＞ 

◆組合の職員数は，事務職員５名，現場職員 19 名と

少人数で運営していますが，組合員の皆様の負託に

応えられるよう，山のプロ意識を持ってこれからも

ガンバリますので，「山のことなら東和町森林組合

へ！」と先ずはお問い合わせくださるようお願いい

たします。 

 

 

 

【東和町森林組合】 

登米市東和町米川字小田 1１0－１ 

電話  ０２２０－４５－２５５１ 

ＦＡＸ ０２２０－４５－２１０６ 

-５- 
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地域に根ざす津山町森林組合 

◆津山町森林組合は，主に登米市旧津山町を中心とし

て事業を行っており，組合員数は 741 名、職員４

名，作業員 12 名で平均年齢は 42 歳と若さに溢れ

た(?)活力ある森林組合です。 

◆地区内の森林面積は 5,609ha に及び，気候風土や

土壌がスギの適地であることから，津山地区は古く

から林業や製材加工業が盛んで，原木市場である津

山木材センターを中心に，比較的大規模な製材所が

多数立地しており，県内製材品生産の４割を占める

など有数の製材加工業の拠点となっています。 

◆森林整備事業では，木材価格の低迷や後継者不足か

ら，近年，皆伐後の大規模な放置山林が問題となっ

ていますが，みやぎ環境税を財源とする温暖化防止

対策事業等の補助金制度を積極的かつ有効に活用し，

森林所有者の皆様の負担を少なくしながら造林や保

育作業を進めています。 

◆販売事業では，戦後植林された森林が成熟期を迎え

ていることから，事業地を集約し効率的な作業シス

テムを投入して収益性の高い間伐事業を推し進め，

組合員始め森林所有者の皆様に最大限収入を還元で

きるよう日々努力しているところです。また，本組

合は，南三陸森林組合，登米町森林組合と協同で津

山木材センターを運営しており，市況を見定めなが

らマーケットニーズに対応した品質の良い地域材を

安定的に供給していく役割も担っています。 

＜原木市場 津山木材センター＞ 

◆購買事業においては，国道 45 号線沿いの「道の駅

津山」内のもくもくランド物産館の運営にも携わっ

ており，多くのドライバーや家族連れの皆さんが訪

れる憩いの場所になっています。なお、東日本大震

災時には，災害派遣の自衛隊・消防の災害対策拠点

として活用され，避難者の一時受入れや炊き出しな

ど，その後方支援も行ったところです。 

＜もくもくランド物産館＞ 

 

◆林業後継者育成にも力を入れており，地元の林業関

係者で組織されている「津山町林業研究会」と連携

し，高校生へのインターンシップ活動や市主催の植

樹祭への協力などを行っています。 

このように，本組合は地域の資源を生かし，また

より一層有効に活用していくため地域の特色ある自

然や産業，さらにはそこに暮らす皆様と連携・共生

していくことを目指しています。地域に根ざす津山

町森林組合を今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【津山町森林組合】 

登米市津山柳津字小麻７８ 

電話  ０２２５－６８－３０５２ 

ＦＡＸ ０２２５－６８－３０５２ 

-６- 
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登米市公共施設木造化・木質化指針 

を策定しています 

■市で行う公共施設の建設，公共工事

物品調達等において市内産木材を積

極的に活用していくため，平成 20

年度４月に策定しています。 

＜公共施設の木造化(津山幼稚園)＞ 

 

■具体には，公共施設の木造化および

内装（床・壁等）の木質化，事務机

家具・名札など備品の木質化，案内

板・ガードレール等公共工事におけ

る木材利用の推進をしています。 

公共施設は，多くの人が集まる地域

のシンボル的存在であることが多い 

 
＜土木資材(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)への活用＞ 

ことから，地域産材の特性・良さを

広くアピールすることができます。 

 

■また，地域産材（間伐材）を使用

することによって，間伐を進めるこ

とにつながり，適正な森林施業の促

進が図られます。 

 
＜地域材活用住宅への支援＞ 

登米市の森林は，北上川東岸(東和，

登米，津山地区)を中心に 22,225ha

で土地面積の 41％を占め，その内訳 

は民有林が 19,566ha(88％),国有林

が 2,659ha(12％)となっています。 

肥沃な土壌と北上川に発生する豊潤

な霧に育まれた特色ある林業経営が古

くから行われてきており，民有林の人

工林率が 70％と県平均の 54％をはる

かに上回る林業振興地域となっていま

す。また，津山地区には，県内外から

国産材を調達して製材品を加工し出荷

する大型製材工場が集積しており，そ

の出荷量は県全体の４割に達するなど

本県の木材加工・流通の一大拠点とも

なっています。 

登米市 ＮＯＷ！ 

今，登米市の４割を占める森林はようやく収穫の時期を迎えようとしています。この有望な地域資源を有効

に活用することにより森林整備を推進し，市民の潤いある豊かな暮らしを実現していくため，登米市では様々

な取組を進めています。このコーナーでは，その取組の数々について紹介していきます。 

コラム：目で見る登米の森林・林業 

「本当はスゴイ!? 登米の森林・林業」 
 

登米の森林から 創刊号 

宮城県東部地方振興事務所 登米地域事務所 林業振興部 

〒987-0511登米市迫町字西佐沼 150-5 
-８- 
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