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●医療法人蔵王会 仙南サナトリウム （白石市）
当施設では，平成１９年度に独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構(NEDO)の地域新エネルギー等導入促進
事業を活用して，木質バイオマスボイラーを整備し，施設の
給湯及び暖房の熱源として利用しています。施設では，以前
から環境に配慮した運営を模索していたことから，自然エネ
ルギーを利用した太陽光システムと併せて導入したもので，
ボイラーはオーストリア製，出力は360KW，24時間稼動させ
ており，チップの使用量は冬期で約10m3/日となっています。
以前は重油ボイラーを使用していましたが，燃料費は重油よ
り安価になっているとのことです。

木質バイオマスの利活用に向けた取組
木質チップボイラーの活用事例について ～仙南サナトリウム（白石市），湯原小学校（七ヶ宿町）～

●木質バイオマスを利活用する意義
生物資源である木質バイオマスは，化石燃料と違い循環的に利用でき温暖化を防ぐ，地球環境にやさしいエネ
ルギー源として今後の利用拡大が期待されています。
木質バイオマスには，主に，樹木の伐採時に発生する枝，葉などの林地残材，製材工場などから発生する製材
工場等残材，住宅の解体時等に発生する建設発生木材などの種類があり，これらのうち林地残材が，燃料として
価値を持つことが出来れば，林業経営にも寄与し，間伐等の森林整備の推進につながることが期待されます。ま
た，林地残材を利用することで，資源の収集や運搬，バイオマスエネルギー供給施設や利用施設の管理・運営な
ど，新しい産業と雇用が創られ，山村地域の活性化につながることも期待できます。
このため，当事務所では，所内にワーキンググループを設置し，林地残材の有効活用を検討することになり，
今回管内の木質バイオマスを利用した施設について視察をしたので，その施設についてご紹介します。

チップは破砕チップを利用

ボイラーの燃焼室内

●湯原小学校（七ヶ宿町）
七ヶ宿町では，平成14年度に地域新エネルギービ
ジョンを策定したことから，地域に賦存している森林資
源をエネルギーとして活用するため，平成18年度に当校
の体育館の改築に合わせチップボイラーを導入し，体育
館の床暖房の熱源として利用しています。ボイラーはス
イス製，出力は100KWと小型となっており，運転は冬期
の間だけで，24時間稼動させているものの，チップの使
用量は約１～２m3/日程度となっています。町では当校
のほか，関小学校にも同様のボイラーを設置しています。

湯原小学校体育館

チップは切削チップを使用。

全国大会出場おめでとう！ ～第２回みやぎ児童・生徒「木工工作」コンクール開催される～

子供たちが森や木とふれあい，森林の大切さや木の良さを知ってもらうため，県産材の利用促進を図る「み
やぎの木づかい運動2008」の一環として，県内の児童・生徒を対象に木工工作コンクールが開催されました。
当大河原地方振興事務所管内からは，木材によるイスや本立てを始め，木の枝や皮など木の素材
そのものを活かした作品など11の小学校から 35点の応募があり，予備審査の結果，うち７点を本審
査（県大会）に推薦しました。
本審査では，各地方振興事務所より推薦された61点の作品について審査が行われ，当管内から推
薦した作品から，最優秀賞２点，優秀賞１点，佳作２点が見事選出され，最優秀賞の作品について
は，１月に行われる全国大会に出品されることになりました。
受賞された皆さん本当におめでとうございました。惜しくも入選されなかった皆さんも次回の御
参加を期待しております。（担当：小泉）

●主な入賞者は以下のとおりです。
最優秀賞（小学生中学年の部）蔵王町立永野小学校 佐藤花耶さん「すてきなハウス」
〃 （小学生高学年の部）蔵王町立遠刈田小学校 但木佑成くん「宇宙船シーラカンス号」

優秀賞 （小学生中学年の部）蔵王町立遠刈田小学校 我妻歩実さん「昆虫ランド」
（５ページに写真を掲載。）

特 集 （木材利用推進の取り組み）

お め で と う （木材利用）



平成２０年度農林産物品評会開催される

平成２０年度農林産物品評会が開催され，林産物部門
で５０点（生しいたけ４２点，木炭４点，くり４点）が
出展されました。当管内からは生しいたけ部門に原木し
いたけ９点，木炭の部門に２点の出展に御協力いただき
ました。審査委員長からは発生管理が難しい気象条件の
中，４２点の生しいたけの出展があったことに対して感
謝すると共に，生産者の日ごろの努力に対して敬意を表
しますとの講評がありました。審査は各部門毎，審査基
準に基づき厳正に審査され，入賞６点が選ばれました。
当管内からは，生しいたけを出展した角田市の遠藤裕
一さんが第３席に，木炭を出展した白石市の有限会社高
橋林業さんが第４席に入賞しました。審査結果について
は右記のとおりです。（担当：名和）

会場の風景

仙南地域は県内でも有数の原木しいたけの産地です。今回
は，原木栽培にこだわる生産者が連携し“食材王国みやぎ冬
のうまいもんフェアinやまや”に参加し，仙南産原木しいた
けのＰＲと直売を行いました。当日は，炭火の炙りしいたけ
やソテーの試食のほか，保存食として「しいたけピクルス」
や乾しいたけ（スライス）を使った「簡単炊き込みご飯」な
ど，生産者がおいしいしいたけの食べ方を消費者に提案し消
費拡を図りました。会場を訪れた人たちは，生産者と意見を
交わしながら試食のしいたけに舌鼓を打ち，新鮮なしいたけ
をまとめ買いする人もいるなどにぎわいました。
また，今回参加した生産者からは，「今後は原木しいたけ
の消費拡大につながるよう消費者を対象とした「食育」に取
り組んではどうか」，「しいたけのおいしい食べ方を提案す
る料理教室を開いてはどうか」等の意見が寄せられました。
こうした現場の意見を参考に，今後の原木しいたけ生産支援
の課題の一つとして検討していきたいと思います。
（担当：名和）

「安心・安全」仙南産原木しいたけをＰＲ
～食材王国みやぎ冬のうまいもんフェアinやまや～

生産者が
原木しいたけをＰＲ

治山事業を要望する際の条件としては
①要望箇所が保安林であること。（または保安林の指定が確実であること。）
②山林の崩壊や渓床の浸食が著しく，危険をともない緊急を要すること。
③事業実施箇所の受益対象が広く公共性が高いこと。などです。
また，事業を要望したくても保安林に指定されていない場合は，保安林につい
ての説明や指定に伴う制限及び優遇措置などについて担当職員が地権者の方や関
係者の方々に御説明いたしますので，お気軽にお問い合わせください。
その他，工事で施工する構造物の設置については，地権者や関係者の方々から，
「土地使用承諾書」や「同意書」などを知事あてに提出して頂くことも事業採択
の条件になっていますので御理解くださるようお願いします。
最後に，森林所有者の皆様方をはじめ，関係機関の皆様に御協力をいただきな
がら，治山事業の円滑な実施に向けて努力していきたいと考えておりますので，
よろしくお願いいたします。（担当：佐藤）

第１席 生しいたけ 仙台市 工藤 常昭さん
（農林水産大臣賞）
第２席 生しいたけ 大和町 浅野 功さん
（林野庁長官賞）
第３席 生しいたけ 角田市 遠藤 裕一さん
（食用茸協同組合長賞）
第４席 木 炭 白石市 有限会社高橋林業
（森林組合連合会長賞）
第５席 く り 栗原市 青沼 弘さん
（特用林産振興会長賞）
第６席 生しいたけ 大崎市 佐々木 郭さん
（林業振興会長賞）

特 集 （特用林産振興の取り組み）

お め で と う （特用林産）

ト ピ ッ ク ス ①

治山事業要望の留意点について

丸森町
明光沢の治山事業（H20年施工）

治山事業は，森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全し，また，水源の
かん養，生活環境の保全・形成等を図る極めて重要な国土保全政策の一つです。皆さんの記憶にも新しい岩
手・宮城内陸地震では，甚大な森林被害が発生し，今もなお避難生活を余儀なくされている方々がいらっ
しゃいます。安全で安心できる豊かな暮らしを守る上で，治山事業は必要不可欠です。そこで，今回は大規
模な森林災害を未然に防止するため，治山事業を要望する際に必要な条件について簡単に御紹介します。

（５ページに写真を掲載。）



ナラ枯れの被害を防止しようナラ枯れの被害を防止しよう！ ～早期発見と予防にご協力お願いします～
近年，本州の日本海側を中心にコナラやミズナラが集団で枯

れる「ナラ枯れ」の被害が発生しています。

ナラ枯れの原因は長い間わかりませんでしたが，カシノナガキ

クイムシという昆虫が病原菌を運ぶことで，木を枯らす，「伝

染病」の一種であることが今では明らかになっています。

宮城県では，いまだ被害は発見されていませんが，県境付近

（山形県側）で被害が発生していますので，監視を強化し，早

期発見，早期防除を行う必要があります。

ナラ枯れの病原菌を運ぶ「カシナラ枯れの病原菌を運ぶ「カシ
ノナガキクイムシ」とは？ノナガキクイムシ」とは？
体長 5mmほどの小さな虫で，雌
は菌を入れて運ぶための器官を
持っています。
カシノナガキクイムシは木に穴
をあけ，持ち込んだ菌を育てて，
自分やこどもの餌にしていま
す。またナラ枯れの病原菌も同
時に持ち込まれます。

♂ ♀
写真：（独）森林総合研究所提供

写真：（独）森林総合研究所提供

宮城県内での被害を防止するには宮城県内での被害を防止するには
その１ 被害が出ている地域から，きのこの原木等を持ち込まない，利用しない
その２ 被害木の早期発見・早期防除
その３ 「里山林」の手入れをする

ｶｼﾉﾅｶﾞｷｸｲﾑｼｶｼﾉﾅｶﾞｷｸｲﾑｼの好きな森林のの好きな森林のﾀｲﾌﾟﾀｲﾌﾟ
●●放置された里山放置された里山 ●●大きな木を残した公園大きな木を残した公園

ナラ枯れが発生した森林（滋賀県高島市）
※「ナラ枯れの被害をどう減らすか（独）森林総合研究所」より抜粋

早期発見！ 「ナラ枯れの見分け方」

紅葉シーズンでないのに葉の色が変わる

木の種類は，ミズナラ，コナラ
木の太さは，太い
木の根元に，細かい木くずがたまっている
木の幹に直径1.5mm程度の穴が多数あいている

これらの項目にあてはまる場合，「ナラ枯れ」の可能性
があります。

ナラ枯れは，「里山林」が放置されていることが関係しているといわれています。かつての里山林はきのこの原

木や薪炭材に利用するため，15年くらいのサイクルで伐採が繰り返されていましたが，現在は人の手が入らなくな
り，高齢で太い木が多くなっています。このような木にはカシノナガキクイムシが好んで侵入し，繁殖するため，

ナラ枯れ被害が多く出ています。

「ナラ枯れ」の疑いがある場合は大河原地方振興事務所までご連絡下さい。 （担当：前田）

ト ピ ッ ク ス ②



これからの林業振興部関係の主な行事をお知らせします。（１月～３月）

○ 間伐プランナー研修（２回）
・市町村有林担当者を対象とした研修会（１月下旬）
・補助金を活用しての立木買取の研修会（３月上旬）

○労働安全講習会（１月下旬）
○ 間伐シンポジウム
○ 林業関係グループの設立（２月上旬）
○ ムラサキシメジ関係
・生産者栽培検討会（１月下旬）
・商品発表会（２月中旬）

○ 木炭生産者交流会（２月下旬）
○平成２０年度ガンカモ科鳥類生息調査 １月１４日（水），３月１１日（水）

仙南地域の森林・林業の活性化を進めるために，関係者に
よるグループの設立を目指し，このほど「仙南地区林業グ
ループ設立準備会」を立ち上げ，活気のある新しいグルー
プの会則・事業などについて検討を重ねています。
新しいグループは，森林所有者をはじめ林業事業体，木
材・製材業，住宅産業等に携わる関係者の皆さんから構成
することにしています。いわば森林づくりから木材の利活
用までの一連の繋がりのあるグループを目指しています。
是非，皆さんもグループの会員になって仙南の林業・木材
産業の発展等について検討してみませんか。入会を希望さ
れる方は林業振興部までお問い合わせください。

（担当：遠藤）

林業関係者の活動グループを設立します
～ 会 員 募 集 中 ～

宮城のきのこ『ハタケシメジ』 『ムラサキシメジ』を
栽培してみませんか
～平成２１年度菌床購入申し込みについて～

県では林業技術総合センターと宮城県食用茸協同組合で野外栽培
技術を確立した，ムラサキシメジとハタケシメジの生産振興に取り
組んでいます。
ハタケシメジは七ヶ宿町や丸森町を中心に栽培され，毎年９月下
旬から１０月中旬にかけて地元直売所で販売される人気のきのこで
す。このキノコは畑でも栽培でき，伏せ込んでから１ヶ月程度で収
穫できるため，管理期間がみじかく比較的簡単に栽培できます。ま
たムラサキシメジは，白石市，七ヶ宿町，蔵王町などで栽培され１
０月下旬～１１月中旬頃まで直売所で販売されたほか，遠刈田温泉
や鎌先温泉のホテル，旅館で使われるなど新たな食材として注目を
集めています。ムラサキシメジは広葉樹林内での栽培に適し，栽培
には大量の落ち葉を必要としますので，栽培を希望される場合には
冬の間に落ち葉をたくさん集めておくよう，準備方よろしくお願い
いたします。栽培についての詳しいお問い合わせや，来年栽
培を希望される方は林業振興部までお問い合わせください。
（担当：名和）

ハタケシメジの発生状況 （七ヶ宿町）

ムラサキシメジの発生状況（白石市）

お 知 ら せ



編集後記
2 0 0 8年は岩手・宮城内陸地震で県北部の森林で甚大な被害が発生し、自然の猛威を目の当たりにする年でし
た。今回の地震を教訓に近い将来おこるという宮城県沖地震では、森林被害を最小限にできるよう、地域の
方々と協力し森林整備事業に取り組んでいきたいと思います。（編集N）

今回ご登場いただきます仙南の若手林業人“フレッシュフォレスター”は，今年４月から丸森町森林組
合で働く
村上国德(くにのり)さん(31)です。

－ご出身は？
「地元，丸森町耕野です。」

－村上さんは法学部卒業ということですが，森林組合で働こうと思った理由は？
「大学卒業後，裁判所の事務官を目指してましたが，採用されず，実家の
養鶏場の手伝いをしていました。養鶏場は中の仕事ばっかりだったので，
山で働くのも楽しいのではと思い，勤めることにしました。」
－実際に森林組合で働いてみてどうですか。
「皆さん活気があって，やりがいのある仕事だと思います。」
－現在の担当業務を教えてください。
「林業公社や独立行政法人森林総合研究所などの機関造林関係と林産・
購買業務を担当しています。」

－森林組合の仕事には慣れましたか。
「一応，見積書等の作成もやらさせてもらってますが，まだまだ見習いの
状態です。」
－仕事をしていて良かったと思うことはありますか。
「やはり，手入れをした後の森林の姿を見た時に，仕事をして良かったと思います。」

－ところで，現在独身ということで彼女募集中とのことですが，好きなタイプと趣味は？
「年下で気の強い人がいいですね。料理が趣味で，家族の夕食も自分が作ったりします。」

－最後に，これからの抱負をお聞かせ下さい。
「丸森町の森林が整備された良い森林になるよう，仕事に励みたいと思います。」

－ありがとうございました。今後も仕事やプライベートでご活躍されることを期待いたします。
（聞き手：小泉）

★丸森町森林組合 村上国德(くにのり)さん(31) ★

シリーズ・フレッシュフォレスター（第３回）

木工工作コンクール入賞作品

最優秀賞（遠刈田小５年：但木佑成君）

最優秀賞
（永野小３年：

佐藤花耶さん）

優秀賞（遠刈田小３年：我妻歩実さん）

詳細については１頁を
ご覧ください。

農林産物品評会入賞作品

宮城県食用茸協同組合長賞
（生しいたけ 遠藤裕一さん）

宮城県森林組合連合会長賞
（（有）高橋林業さん）

詳細については２頁を
ご覧ください。


