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▶ 森林は，私たちの生活や地球
環境にとって大きな役割を担っ
ております。 

 
▶ 地球温暖化の原因となってい
る二酸化炭素を吸収・蓄積し酸
素を供給したり，雨による表面
土壌の流出や土砂の崩壊を防い
だり，また，土壌に水が一定量
貯蓄し河川に流れ込む水量を平
準化し，洪水の緩和も行ってお
ります。 

 
▶ このように，森林は様々な公
益的機能を有しておりますが，
健全な森林でなければ，その機
能を十分に発揮することはでき
ません。そのためには，森林を
手入れする必要があります。 

 
我々森林組合は，森林の持つ公益
的機能を十分発揮できるよう伐
採跡地への植林，植林後の刈払

▶ 我々森林組合は，森林の持つ
公益的機能を十分発揮できるよ
う，伐採跡地への植林，植林後
の刈払い作業，間伐作業などを
行っております。近年は，造林
作業の低コスト化・省力化を目
的とした「伐採と造林の一貫作
業システム」が全国的に取り組
まれはじめており，当組合にお
いても昨年度一部の区域で実施
したところです。 

 
▶ 今後とも，より一層作業の効
率化や経費の縮減を図るととも
に，森林所有者の皆様の負担軽
減に努め，健全なる森林づくり
を目指して日夜励んでまいりま
す。 
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森林・林業の好循環による地域の健全な森林
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づくりを目指して！ 
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健全なる森林づくりに日夜励みます！ 

も  り 

＜共同執筆・編集＞ 

宮城県登米地域事務所林業振興部 

登米市産業経済部産業政策課 

登米町森林組合 

東和町森林組合 

津山町森林組合 

伐採と造林の一貫作業システム 
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◆間伐実施の支援事業について① 

森林経営計画を作成している林分では，国や県の補助

事業の活用が可能となります。 

主な支援内容は，木材生産を伴う間伐施業の実施や施

業の基盤となる森林作業道の開設に要する経費への支援

で，以下のような林分が対象となります。 

① 木材生産を伴う間伐への支援 

・林齢６０年生以下，事業規模 0.1ha 以上 
（5ha 以上まとまると支援事業が拡大） 

・木材生産量 ha 当たり概ね４０ｍ3以上 

② 森林作業道開設への支援 

・幅員 概ね 2.5～3ｍ，必要に応じ簡易構造物が 
設置可能で，①の間伐事業と一体となって実施 

③ 広葉樹の天然更新が期待できる林分における更新施 

業への支援 

◆間伐実施の支援事業について② 

森林経営計画を作成していない林分では，県や登米

市の補助事業の活用が可能となります。 

主な支援内容は，保育間伐を含む間伐施業の実施や

森林作業道の開設に要する経費への支援で，以下のよ

うな林分が対象となります。 

① 保育間伐への支援 

・県   林齢 11 年生以上，事業規模 0.1ha 以上 

・市   林齢 41 年生以上，事業規模 0.1ha 以上 

② 木材生産を伴う間伐への支援 

・林齢は各事業毎に設定，事業規模 0.1ha 以上 

③ 森林作業道開設への支援 

・県事業の②の事業実施と一体となって実施 

 

シリーズ・ 森林づくりの技術 

その➇  長伐期施業について

て     
＜長伐期施業とは＞ 

木を植えてから伐採して収穫するまでの期間を，林業用語で「伐期」といいます。スギの場 

合，一般的に住宅の柱材が生産可能な４０～５０年生までを伐期として想定し，その概 

ね２倍程度の８０～１００年生まで収穫を延ばした施業を「長伐期施業」といいます。 

＜長伐期施業のメリット・デメリット＞ 

長伐期施業のメリットとしては，①再造林までの期間を延長することで施業経費を軽減で 

きる，②適切な間伐施業の実施により大径材の生産と森林生態系の充実が可能となる， 

などで，デメリットは，①台風や大雪などの気象害や野生鳥獣や虫による被害を受けやすくな 

る，②大径材の需要確保への不安，などがあげられます。 

＜長伐期施業を実施するためには＞ 

登米市内のスギ林分の伐採状況をみていくと，圧倒的に木材価格の下落に伴う伐期の延 

長が主因で，積極的な長伐期施業を行っている林分は残念ながら一部に留まっています。 

このような状況下で，登米市の森林は長伐期施業が可能か？という視点から見ていくと， 

市東部の北上山地にある森林の中で，西風や南風が入りにくい地形にある森林は，多少施 

業が遅れている森林でも，間伐施業の実施により１００年生以上の長伐期化は可能となり 

ます。また，このような林分において適切な森林管理を行っていけば，１００年以降も生長 

することが，最近の研究で分かってきました。 

さらに，スギの材質面から見てみると，年輪を数えて３５年目以降に材質が安定してくる 

ため，建築材料としての品質は格段に向上していきます。 

皆さんの森林が１００年生以上の長伐期施業が可能かどうか判断が困難な場合は，森 

林組合か登米地域事務所までご連絡いただき，現地調査等長伐期施業の導入について 

具体的な施業に向けた支援をさせていただきます。 

シリーズ・ 森林づくりへの支援 

その⑦ 間伐への支援 

路網整備と一体となった間伐 

林分調査 

スギ１００年生林分 

※ 詳細は，森林組合または登米地域事務所林業振興部， 

登米市産業政策課へお問い合わせください。 
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田浦さんは平成 2６年８月に津山町

森林組合に採用され，津山町のお隣の

石巻市桃生町から通勤しています。 

第５回で紹介した前田さんとは同期

で，取材に伺った日は，第 2 回で紹介

した須齋さんと森林作業道補修の補修

を行っていました。 

 

「テレビで林業の特集番組を見
て，かっこいい！と思ったのが，
林業の世界に入ったきっかけで
す。」 

 テレビの映像の中で，太さのある大

きな木をベテランの作業員がチェーン

ソーひとつで倒していく姿が印象に残

り，林業という仕事に興味を持ったと

のこと。これまで林業の経験や知識は

全くありませんでしたが，その姿に憧

れて林業の世界に飛び込みました。  

最初は体力が続かず大変だったよう

ですが，今では緑の雇用事業を活用し

て，必要な知識や資格もひととおり取

得しており，体力も最初に比べるとだ

いぶついてきたとのこと。 

 

「自分のためを思って指導してく
れているのが分かるので，厳しい
ときもありますが頑張れます」 

 田浦さんが林業の興味を持つきっか

けとなった大きな木を倒す作業は，大

きな危険も伴うものでもあります。こ

こ 1 年間ほど須齋さんとチームを組ん

で作業しており，危険な方法で作業を

してしまったときには厳しい指導を受

けることもありますが，それは命の

安全を思ってこそのこと。厳しくも

愛のある指導の下でめきめきと腕を

上げています。 

 

「狙ったところ丁度に木を倒せ
ると爽快で達成感があります。
毎日豊かな自然の中で作業で
きるのも林業の魅力ですね」 

 田浦さんはデスクワークの仕事を

していたこともあったとのことです

が，自然の中での仕事をすること

は，より心洗われるものでもあるよ

うです。 

取材に伺った際に作業していた箇

所も見晴らしが良く，美しい津山の

山々が望めました。 

今後はきっちり一人前に仕事が

できるようになりたいという田浦

さん。慣れてきたとはいえど本人

はまだまだと感じているようで，

向上心を持って仕事をされている

様子が見えました。 

 お忙しいところ毎度快く取材に

応じていただき，ありがとうござ

いました。 

 

（インタビュアー） 
県登米地域事務所 技師 大内 環 

 

 

 

 

 

 

 

林業の現場から（第８回） 

津山町森林組合 作業班   

 田浦
た う ら

 貴
たか

文
ふみ

さん 

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 宮城県林業

活性化基金（宮城県森林組合連合会内） 

電話 022-217-4307 までお問い合わせ

ください。 

シリーズ・インタビュー     ヤ マ で 働 く ！ 
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。しかし，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ます。 

習っている少林寺拳法を披露してもらいました 

バックホウで作業道の補修作業をしていました 石巻市出身，２８歳独身。彼女募集中です。 

ポーズを決める須齋さんと田浦さん 

 

－３－ 
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 登米町森林組合ではこの度２件の賞をいただきまし

たので，ご報告致します。 

●第５１回林業関係広報コンクールホームページ部

門優秀賞（全国林業改良普及協会） 

林業関係組織の広報活動の向上を通じて森林の整

備，林業の振興に寄与する事を目的として，毎年全国

を対象に公募されています。当組合のホームページに

おいて，スマートフォンでの閲覧性や写真を多用した

コンテンツ，森林公園特設サイトの充実度などが評価

されました。 

ハ イ！  こ ち ら 森 林 組 合！ 

 東和町内の人工林のうち，収穫可能な 50 年生以上

の面積は約 80％以上を占めていますが，木材価格が

低迷しているなどの理由で収穫されず，高齢級化する

傾向にあります。この資源を活用するため，「人づく

り」は本組合の喫緊の課題となっています。 

本組合では，平成 15 年度から現場技能者の雇用と

育成を目的とする「緑の雇用」事業を実施していま

す。平成 28 年度までに延べ 25 名の研修生を受講さ

せましたが，定着率は僅か 32％（8 名）に留まって

います。現状の森林作業員数は 17 名であることか

ら，またまだ改善されない状況にあります。 

平成 29 年度は，6 月から２名の研修生で「緑の雇

用」をスタートしていますが，3 年間の研修を終えて

定着させるための改善策として，職員を中心にフォレ 

定着させるための改善策として，職員を中心にフォ

レストマネージャー(経営・管理等)・フォレストリー

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，収穫時期を迎えた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！  

 
－４－ 

登米町森林組合ホームページ 

従業員全体会議 

人づくりへの課題と取組 

ストマネージャー（経営・管理等）・フォレストリー

ダー（現場調整等）などの外部研修を受講させ，コミ

ュニケーションの方法等を学ぶ機会を与えることが第

一歩と考えています。 

限られた職員数で，毎日の業務に追われ大変厳しい

現状ですが，「人づくり」こそが経営・組織改革をす

るうえでの最重要項目と位置づけ，これからも取り組

んでまいります。 

平成２９年度 「緑の雇用」現場技能研修 

登米町森林組合 ●第１２回木の建築賞（NPO木の建築フォラム） 

日本を４つの地域に分けてそれぞれの地域で４年に

一度開催され、東北地区は３回目の開催でした。木材

を主体とした建築作品または木材利用に関わる活動が

審査対象となり、当組合の太陽熱木材乾燥庫 ToSMS

が、高品質でエコロジカルな木材の安定供給拠点とな

る取組である事が評価されました。 

東和町森林組合 

受賞のご報告 

おいて，スマー

トフォンでの閲

覧性や写真を多

用したコンテン

ツ，森林公園特

設サイトの充実

度などが評価さ

れました。 

太陽熱木材乾燥庫 ToSMS 

日本を４つの地域に分けて

それぞれの地域で４年に一度

開催され，東北地区は３回目

の開催でした。木材を主体と

した建築作品または木材利用

に関わる活動が審査対象とな

り，当組合の太陽熱木材乾燥

庫 ToSMS が，高品質でエコ

ロジカルな木材の安定供給拠

点となる取組である事が評価

されました。 

下刈作業安全装備装着 
初めての下刈作業風景（実地研修） 
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や高校生のインターンシップを年間 100 名程受け入

れています。生業としての「林業」はどんな仕事なの

かを体験することで，林業に対する興味を少しでも持

ってもらえればと考えています。 

体験作業を終えた高校生に対し，最後にこう言いま

す。「卒業したら，自分の夢を目指し突き進んで下さ

い。でも，人生色々あって挫折するかもしれません。

そんな時，今日の体験を思い出し“林業もいいかな”

と思って頂けたら幸いです。すぐ受け入れますよ！」 

木を育てるのも，人を育てるのも，どちらも長い年

月が必要です。 

 

 木を育て，人を育て 

－５－ 

登米市 ＮＯＷ！ 

古川工業高校インターンシップ （左：間伐体験，右：下刈体験） 

みどりの少年団 ワサビ栽培学習 

登米市森林管理協議会総会が開催されました 
～ＦＳＣ森林認証ＦＭ認証の個別認証からグループ認証へ～ 

登米市では，平成 29年６月 19日に登米市森林管理協議会の総会を開催しました。 

ＦＳＣ森林認証ＦＭ認証は，これまで登米市が「個別認証」で取得していましたが，認証

取得を希望する団体（米川生産森林組合）及び個人（池田理一郎氏）を含めた「グループ

認証」に切り替え，認証取得者は「登米市」から「登米市森林管理協議会」とし，認証面積も

「2,716.59ha」から「3,840.16ha」へ拡大して進めていくことが全会一致で承認されました。 

グループ認証への切り替えについては，９月頃が見込まれます。今後は，ＦＭ認証を取得し

た森林とＣＯＣ認証を取得した木材加工業者や流通業者との連携を図っていくことが必要とな

ります。引き続き，市内製材・加工業者等のＣＯＣ認証の取得を推進し，ＦＭ認証森林と

連携した認証材の供給体制を構築したいと考えております。 

また，森林認証を受けた国産木材を活用した木製品開発の具体的な取り組みについては，

森林認証合板等の製品化や広葉樹の認証材を活用した家具，認証ペーパー等の製品開発

など，市内産木材・木製品の知名度向上，販路拡大に繫がる取り組みを進めてまいります。 

なお，2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて新国立競技場の建築が進められてい

ます。新国立競技場の建築用材は，国際的な森林認証を受けて，一般材と差別化された木

材の利用が予想されることから，登米市産認証木材を利用するよう売込みを行っているところで

あり，供給が実現するように今後も継続して取り組んでまいります。 

FSC本審査 （平成２８年度） 

津山町森林組合 

よく「林業後継者，担い手と呼ばれる若者を増やす

には，どのようにしたら良いのか？」と聞かれます

が，そんな手法を知っていたら誰も苦労しません。 

賃金を高く，社会保障を手厚く・・・すれば良いの

でしょうが，今の木材価格・林業情勢等を考えれば現

実的ではないし，長続きしません。 

今時の若い人に聞くと，「林業」は米や野菜を生産

する「農業」と比べ，どんな仕事をしているのか想像

出来ないと言います。想像出来ないなら，体験しても

らうしかありません。 

そこで，津山町森林組合の下部組織である「津山町

林業研究会」では，緑の少年団や高校生のインターン

シップ（植林・下刈・間伐）を年間 100 名程受け入

れています。生業としての「林業」はどんな仕事なの

かを体験させることで，林業に対する興味を少しでも

持っていただけたらと考えています。 

 体験作業を終えた，高校生に対し最後にこう言い

ます。「卒業したら，自分の夢を目指し突き進んでく

ださい，でも人生色々あって挫折するかもしれませ

ん。そんなとき今日の体験したことを思い出し「林業

もいいかな！」と思って頂けたら，幸いです。すぐ受

け入れますよ！」木を育てるのも，人を育てるのもい

っしょで長い年月が必要です。 

ります。引き続き，市内製材・加工業者等のＣＯＣ認証の取得を推進し，ＦＭ認証森林と連携した認証材の供給体制を構

築したいと考えております。 

また，森林認証を受けた国産木材を活用した木製品開発の具体的な取り組みについては，森林認証合板等の製品化や広

葉樹の認証材を活用した家具，認証ペーパー等の製品開発など，市内産木材・木製品の知名度向上，販路拡大に繫がる

取り組みを進めてまいります。 

なお，2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて新国立競技場の建築が進められています。新国立競技場の建築用材

は，国際的な森林認証を受けて，一般材と差別化された木材の利用が予想されることから，登米市産認証木材を利用するよ

う売込みを行っているところであり，供給が実現するように今後も継続して取り組んでまいります。 

また，森林認証を受けた国産木材を活用した木製品開発の具体的な

取り組みについては，森林認証合板等の製品化や広葉樹の認証材を活用

した家具，認証ペーパー等の製品開発など，市内産木材・木製品の知名

度向上，販路拡大に繫がる取り組みを進めてまいります。 

なお，2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて新国立競技場の

建築が進められています。新国立競技場の建築用材は，国際的な森林認

証を受けて，一般材と差別化された木材の利用が予想されることから，登

米市産認証木材を利用するよう売込みを行っているところであり，供給が実

現するように今後も継続して取り組んでまいります。 

総会の様子 

する「農業」と比べ，ど

んな仕事をしているのか

想像出来ないと言いま

す。想像出来ないなら，

体験してもらうしかあり

ません。 

そこで，当組合の下部

組織である「津山町林業

研究会」では，緑の少年

団や高校生のインターン

シップ（植林・下刈・間

伐）を年間 100 名程受

け入れています。生業と

しての「林業」はどんな

仕事なのかを体験させる

ことで，林業に対する興

味を少しでも持っていた

だけたらと考えていま

す。 

 体験作業を終えた，

高校生に対し最後にこう

言います。「卒業した

ら，自分の夢を目指し突

き進んでください，でも

人生色々あって挫折する

かもしれません。そんな

とき今日の体験したこと

を思い出し「林業もいい

かな！」と思って頂けた

ら，幸いです。すぐ受け

入れますよ！」木を育て

るのも，人を育てるのも

いっしょで長い年月が必

要です。 

研究会」では，緑の少年団

や高校生のインターンシッ

プ（植林・下刈・間伐）を

年間 100 名程受け入れて

います。生業としての「林

業」はどんな仕事なのかを

体験することで，林業に対

する興味を少しでも持って

いただけたらと考えていま

す。 

体験作業を終えた高校生

に対し，最後にこう言いま

す。「卒業したら，自分の

夢を目指し突き進んでくだ

さい，でも人生色々あって

挫折するかもしれません。

そんな時，今日の体験した

ことを思い出し“林業もい

いかな”と思って頂けたら

幸いです。すぐ受け入れま

すよ！」 

木を育てるのも，人を育

てるのも，どちらも長い年

月が必要です。 
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 米川小学校の全児童や南三陸町の被災者の方をはじめ，一般

参加者等約２００名が参加し，ヤマザクラ苗６００本の植樹の

ほか，ドングリやコナラやクヌギの種まきを行いました。当日は天気に

恵まれ，植樹活動は予定よりも早い時間で終了しました。 

 その後，米川小学校体育館に移動し，シンガーソングライターの

熊谷育美さんによるグリーンコンサートを楽しんだり，木工体験で木

製ギフトボックスを作製したりと，参加者は全員満足した様子でし

た。 

   

① 米川小学校みどりの少年団 マイタケ伏せ込み 

  月 日：平成２９年４月２１日（金） 

  場 所：米川生産森林組合有林「きのこの森」 

  参加者：米川小５・６年生 ２４名 

  内 容：マイタケ菌培地の伏せ込み（1,000 個） 

 

② 緑の募金中央事業 「植林体験と山菜狩り」 

  月 日：平成２９年５月７日（日） 

  場 所：米川生産森林組合有林「山菜の森」 

  参加者：南三陸町被災者 ２５名 

      米川生産森組組合員・米川地区住民 ８０名 

  内 容：ヤマザクラ等植栽（３００本），ワラビ等収穫 

 

④ 緑の募金中央事業 「下刈体験としいたけ狩り」 

  月 日：平成２９年６月２５日（日） 

  場 所：米川生産森林組合有林，椎茸栽培農家 

  参加者：南三陸町被災者 ２０名 

                 米川生産森組組合員・米川地区住民 ５名 

  内 容：下刈（5/7 植栽箇所），原木椎茸収穫 

 

－６－ 

トピックス 

 

第５号で，米川生産森林組合の取組を紹介しました。 

今回は第２弾として，今春に実施した活動の概要をピックアップしてお知らせいたします。 

米川生産森林組合の取組 第２弾！（特別寄稿） 

③ 「ムラタの森」 森林保全活動 

  月 日：平成２９年６月２４日（土） 

  場 所：米川生産森林組合有林「ムラタの森」 

  参加者：㈱登米村田製作所の社員・家族 ６０名 

  内 容：下刈（1ha） 

作業後の記念撮影 植林作業後の記念撮影 

しいたけ栽培のお話 

マイタケ培地伏せ込み作業 
植林作業状況 

しいたけ栽培のお話 

下刈作業状況 

下刈作業後の記念撮影 

下刈作業状況 
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生産者名 住    所 解除年月 ロット数

 登米町森林組合  登米市登米町  H26.8(1)，H27.2(1)，H28.6(1)，H28.12（1) 4

 千葉 公明  登米市東和町  H26.8(1)，H27.2(1)，H27.6(1)，H28.6(1) 4

 芳賀　  裕  登米市東和町  H27.2(1)，H28.6(4)，H28.11(2) 7

 はんとく苑  登米市米山町  H27.2(1) 1

 熊谷 茂雄  登米市東和町  H28.4(1) 1

　※ 解除年月の（ )はロット数

原木しいたけ（露地栽培）出荷制限解除一覧 （H29.3.1現在）

 

道の駅「三滝堂」オープン！ 

 
－７－ 

オオハクチョウ 

豊里地区では北東部にあり，丘陵地帯の中腹にある笑沢自然公園から更に山側に向かうとその笠松はありま

す。推定樹齢は1000年を超える古木です。 

現在，樹高10ｍ，胸高直径1.2ｍ程の大きさですが，昭和30年頃までは，枝条は四方に広がり，地面近くま

で垂れ下がり，再び上に向くという「笠」のような形であったことがこの名前の由来となっています。 

昭和52年（1977年）３月３日に旧豊里町の天然記念物に指定され，登米市に引き継がれています。過去２度の

台風により枝が折れてしまい，今の形になっているこの笠松ですが，樹齢1000年を超えてもなお旺盛な樹勢を

保っていて，訪れる人々を温かく包み込むような雄大さが感じられます。 

笠松まで向かう山の中腹からは，登米市内だけでなく箟岳山や涌谷町。石巻市桃生，はるか南に石巻湾が見

渡たせる絶好のスポットとなっています。 

宮城県内ではいわゆるマツクイムシによる枯死が多発し，巨木・名木も被害に遭うこともあり非常に希少と

なっている中で，笠松は文化財としての価値も非常に高く，いつまでも残したいシンボルです。 

登米市が整備を進めていた道の駅「三滝堂」が，４月

１日に三陸自動車道三滝堂インターチェンジ隣接地にオ

ープンしました。 

２棟ある建物は木造平屋建てで，物産販売用の陳列台

や食堂の椅子・テーブルには登米市産材が使われていま

す。また，敷地内にあるモニュメントには，ＦＳＣ認証

材である登米市市有林の間伐材が利用されています。 

近くを通行する際は，是非お立ち寄りください。 

 

ふるさとの自然案内 

食堂には登米市産コナラを活用 物産販売所や食堂が入る地域活性化施設 

道の駅「三滝堂」全景 

登米市産スギを使用した陳列台 

登米市の巨樹・古木巡礼 
（第３回） 

日本人は，古（いにしえ）から並はずれて遠大なものや年月を重ねたも
の，稀少なものなどに対し，そこに何らかの存在を感じ，畏れや敬い，そし
て安らぎの心を寄せて生きてきたと言われています。地域の人々によって大
切に祀られてきた巨樹や古木もその一つでしょう。ここでは，登米地方の巨
樹・古木を訪ね，そのいわれや魅力をシリーズで紹介していきます。 

◆登米市指定天然記念物 笠松（豊里町） 

昭和52年（1977年）３月３日に旧豊里町の天然記念物に指定さ

れ，登米市に引き継がれています。過去２度の台風により枝が折れて

しまい，今の形になっているこの笠松ですが，樹齢1000年を超えて

もなお旺盛な樹勢を保っていて，訪れる人々を温かく包み込むような

雄大さが感じられます。 

笠松まで向かう山の中腹からは，登米市内だけでなく箟岳山や涌谷

町，石巻市桃生，はるか南に石巻湾が見渡たせる絶好のスポットとな

っています。 

宮城県内ではいわゆるマツクイムシによる枯死が多発し，巨木・名

木も被害に遭うこともあり非常に希少となっている中で，笠松は文化

財としての価値も非常に高く，いつまでも残したいシンボルです。 
笠 松 
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登米の森林
も り

から 第８号  2017 年７月 

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 
 

このパンフレットの印刷に伴い排出された温室効

果ガスは，登米市及び米川生産森林組合等が

森林整備により創出した J-VER クレジットにより

カーボン・オフセットされています。 

コラム：目で見る登米の森林・林業 

「本当にスゴイ!? 登米の森林・林業」 
  

  編集後記 

□ ５月に，恒例の「市民参加の
新たな森林づくり・春」が開催
されました。今回植樹したのは
低花粉スギ。次世代へ大切な森
林を残すため，そして花粉症に
苦しむ人を少しでも楽にするた
め，参加した多くの市民の皆さ
んが一所懸命植えました。 

□ 最近は林業関係でもアルファ
ベット３文字の用語を目にする
ことが多くなりました。ＦＳ
Ｃ，ＣＯＣ，ＣＬＴ，ＩＣＴ，
ＧＩＳ･･･。慣れてしまえば普通
に使っていますが，初めて見た
時には何のことやらさっぱり。
意味がわかる人に助けを求めて
「ＳＯＳ！」と叫んだりして。 

□ 読者の方からご要望をいただ
き，今号から本誌を綴るための
パンチ穴用の余白を設けまし
た。確かにこの方が見やすいで
すね。どんな些細なことでも結
構ですので，ご要望やご意見が
ありましたらお寄せください。
見やすい誌面づくりに生かした
いと思います。 

本誌 6 ページのイベントは，昭和 63 年の「東和・森ときのこの祭り」

が始まりでした。現在は，年１２回の催しに大勢のお客様が訪れていま

す。リピーターが多く，これまでの参加者数は２万人以上に上ります。東

和地区の人口が約 6千５百人ですから，なんと３倍以上！！ 

何が魅力で人が集まるのか? 

山菜? まいたけ? 空気? ・・・? 

筆者は，その魅力は「人」ではないか 

と推察しています。地域の「人」の良さ 

と笑顔に引き寄せられるのではないかと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

息の長い取組み，おもてなし → 交流人口 → 口コミ → ネット情

報 → お客様がさらに増える → 林林館も繁盛 → 地域活性化 

期待が実現しそうです。 

息の長い取組み，おもてなし → 交流人口 → 口コミ → ネット情報 → 

お客様がさらに増える → 林林館も繁盛 → 地域活性化 

期待が実現しそうです。 

 

    危険なトラバサミの使用はやめましょう！ 

トラバサミは，動物を無差別に捕まえて大怪我
を負わせる大変危険な狩猟用の罠です。 
 
トラバサミを設置すると，近くを歩いた人も足
をはさまれて怪我をするおそれがあります。 
 
現在，トラバサミの使用は鳥獣保護管理法で規
制されており，違反した場合は，罰金又は懲役
に処せられます。 
 
人やペット・野生鳥獣に怪我させないために
も，危険なトラバサミの使用はやめましょう。 

トラバサミ 


