
【子供たちも一生懸命です。】 

 環境問題への関心が高まる中、社会貢献を目的とした森林づくりに参加したいと考える企業等が増えて
います。そこで、宮城県では、森林づくり活動を行おうとする企業の方々と、森林所有者等が協働で行う
「美しい宮城美しい森林づくりプロジェクト」を進めています。 
「うるおいの森づくり」は、仙台コカ・コーラボトリング株式会社と、土地所有者の沢内共有が協働で行
う森づくり活動で、約２．５ヘクタールの伐採跡地に５年をかけ５，０００本の広葉樹の植栽を行うもの
です。 
 今年はその３年目です。当日は晴天に恵まれ、仙台市や蔵王町などから事前に参加申し込みされた親子、
スタッフとして参加した仙台コカ・コーラボトリングの社員の方、植樹指導や会場設営などを担当した宮
城県森林インストラクターや白石蔵王森林組合の方々など総勢３１０人が協力し、用意されたコナラ、ク
ヌギ、アオダモの苗木１，０００本の植栽を行いました。 
 また、特別ゲストとして、蔵王町観光PRキャラクター「ざおうさま」の参加もあり、子供たちは、握
手をしたり、一緒に写真を撮ったりするなど大変喜んでいました。 
 昼食後は、宮城県森林インストラクターの方々の企画で、笛づくり、ミニ観察会などが行われ、参加し
た方々からは、「来年も参加したい。」という声や「何十年後に、この森の成長を見てみたい。」という
声も聞かれました。 
 青麻山山麓の植樹場所からは仙台コカ・コーラボトリング（株）蔵王工場を眺めることができます。 
工場長さんから「蔵王工場では、蔵王連峰の森が育んだ地下水を使って飲み物を作っています。おいしい
飲み物をつくるにはおいしい地下水が必要です。皆さんが植樹をしてくれた森のおかげで、これからもお
いしい飲み物をつくることができます。」というお話などもあり、皆さん、森の役割を実感できたようで
す。 
 森づくり活動を行いたいと考えている企業や、森を企業に貸しても良いと考えている森林所有者は、是
非、宮城県大河原地方振興事務所林業振興部まで問い合わせ願います。 
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【会場には「ざおうさま」の姿も。】 【最後はみんなで記念撮影。】 

森に学ぼう「うるおいの森づくり」親子自然体験学習会 平成26年５月10日開催 



 高性能林業機械等の普及により労働条件が改善される一方で機械化に伴う重大な労働災害
の発生も顕著になってきています。 
 そのため，厚生労働省において平成２５年１１月に労働安全衛生規則の一部改正を行って
いますので，御注意願います。 
 
１.車両系木材伐出機械等の特別教育                                                          
 平成２６年１２月１日から伐木等機械，走行集材機械，簡架線集材装置及び架線集材機械
の運転業務に従事する場合には特別教育の受講が必要となります。 
 なお，特別教育については林業・木材製造業労働災害防止協会宮城県支部が実施主体と
なって，７月，９月，１１月に講習会の開催を予定しています。 
 また，受講にかかる講習料の２分の１を助成する制度もありますので，有効に御活用願い
ます。（詳細は，宮城県林業労働力確保支援センター TEL022-217-4307までお問い合
わせ願います） 
 
２．車両系木材伐出機械の危険防止設備の整備 
 平成２６年６月１日から伐木等機械，走行集材機械，簡架線集材装置及び架線集材機械へ
の安全装置等の整備が義務付けられています。 
 本整備に際しては作業者の安全を確保する観点から個々の作業内容を基に設置の必要性を
「事業主」が判断することになっています。 
 

１.木材利用ポイント事業 
 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までとされてい
た事業期間が，消費税率の引き上げによる駆け込み需要の反動減
等の回避のため，平成２６年９月３０日まで延長されています。 
 本事業は，地域材の需要拡大を促進するため，その利用に対し
てポイント（１ポイントは１円相当）を付与し，ポイント取得者
は地域の農林水産品等と交換する仕組みになっています。  
 発行されるポイントは，木造住宅が１棟あたり３０万ポイント，
リフォームが最大で３０万ポイント，木材製品等の購入が１製品
あたり最大で１０万ポイントとなっています。 
 
○参 考○ 
木材利用ポイント事業公式サイト：http://mokuzai-points.jp/ 
 
2.県産材利用エコ住宅普及促進事業 
 「みやぎ環境税」を活用し，木材利用の推進につながる木造住
宅の普及・支援を行う本事業の募集が平成２６年４月７日から行
われています。 
募集件数は，５００件で募集件数に到達した時点で受付が締め切
られます。 
 昨年度は，１月で募集件数に到達し，受付終了となっています
ので，利用を検討される方は早い時期での応募をお願いします。 
 補助金額は，１棟あたりの上限額を５０万円として県産材の使
用量に応じた補助が行われます。 
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地域振興に貢献してみませんか。 ～その木，どこの木？地域の木？～ 

事業体の皆さん大丈夫ですか ～労働安全衛生規則の改正内容を要チェック！～ 

  ○参 考○ 
宮城県公式サイト http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/ekojyuutaku-top.html 



【制度について説明する森林組合の担当者】 

３ 

丸森町耕野地区以外のたけのこの出荷制限指示が継続されています。 

  平成２６年４月１７日に丸森町耕野地区のたけのこが３年ぶ
りに出荷制限解除されました。 
  しかし，丸森町耕野地区以外の地区については，出荷制限指示
が継続されていますので，残念ながら出荷することはできませ
ん。 
 また，白石市についても出荷制限指示が継続されています。 
 県としましては，現在関係の市町と協力し出荷制限解除に向
けて，たけのこの検査を行っているところです。 
 今後，検査結果を国と協議した後，協議結果をお知らせいた
します。 

  現在山菜シーズンを迎え，管内の直売所には沢山の山菜が店頭に並んでおります。 
山菜については，出荷制限指示が継続されている丸森町のぜんまい，七ヶ宿町のこしあぶら
以外は出荷が可能ですが，事前の放射性物質検査が必要です。 
 なお，県で行う放射性物質検査は，個人の生産物の安全を証明するものではなく，証明書
類はお出しできませんのでご注意願います。 

出荷する林産物は事前の放射性物質検査を行う必要があります。 

森林経営計画制度 ～施業の集約化に向けた取り組み～ 

 林業を営む上で，採算性の向上は大きな課題
と位置付けられています。木材価格が低迷して
おり,立木の生育にかかるお金や手間を少しで
も減らす必要があるからです。 
 こうした中で,各所有者の森林を一体的に取
りまとめ，効率的に施業を実施する「集約化」
と呼ばれる考えが注目されています。 
 国では，施業の集約化を加速するため,平成
24年度に「森林経営計画制度」を新たに立ち
上げました。森林所有者等が，集約化された森
林を対象に，間伐等の施業や森林の保護につい
て5年間の計画を作成し,市町長等に認定してい
ただく制度です。計画が認定されれば，より有
利な条件で補助金を受けることができるという
利点があります。 
  

【耕野地区から生産されたタケノコ。
青いラベルが放射性物質検査に

合格したものです。】 

【森林組合と森林所有者との話し合いの様子】 

 当管内でも,川崎町森林組合が経営計画の作成
に取り組んでおり，同町前川字藤株山地内の森
林，約190haを取りまとめ，5年間に50ha程
度の間伐を実施する予定です。 
 複数の森林所有者で経営計画を作成する場合
には，説明会の開催や現地調査に多くの労力や
資金を必要としますが，同組合では，「森林整
備地域活動支援交付金」と呼ばれる計画作成の
ための補助事業を活用し，少ない手出しで計画
を具体化しています 
 森林経営計画や森林整備地域活動支援交付金
に興味のある方は，当所林業振興部までお問い
合わせ下さい。 
 



【赤い木が被害木です】 

４ 

「ナラ枯れ」拡大～被害状況と今後の傾向について～ 

 平成21年度に宮城県内において初めて被害が
確認されて以来，年々被害が増加しており，平
成25年度末においては10,943本と対前年比に
して612.7％と猛威を振るっています。 
 被害を受ける対象木としては，ナラ類，カシ
ワ類，カシ類などで，特にミズナラはほぼ
100％の枯死率となっています。 
 また，被害が拡大している理由としては，①
被害木が尾根筋などに多く駆除・防除の作業効
率が悪い②対象木が広範囲に分布している，こ
となどがあげられます。 
   今後の傾向としては，被害対象となる「ミズナラ」等が減少すれば被害も終息に向かう傾

向にありますが，公園や憩いの場などの公共性の高い場所などに生育している対象木につい
ては「樹幹注入」による予防対策が効果的ですので，早急な対策をお勧めします。 

熱中症にご注意下さい。 

「ヒナが巣から落ちている」 
 
  このような場合，近くには親鳥が見守っていること
が多く，人間が保護することで親鳥とヒナを引き離して
しまうことになります。 
 かわいそうではありますが，ヒナが落ちているのを発
見した場合は，以下の対応をお願いします。  
 
  ① そのままにしておく 
  ② 近くの枝先に乗せてあげる 
  ③ 茂みの中などに置く 
  ④ 巣に戻す 
  
 ヒナはクモや昆虫を食べて育ちます。 
そのヒナも他の動物に食べられることがあります。 
また，ヒナを食べた動物も別の動物に食べられることが
あります。 
 このような「自然のしくみ」があることもご理解くだ
さい。 
  

【日本野鳥の会 啓発ポスター】 

 熱中症の発生には，気温・湿度・風速・輻射熱（直射日光など）が関係します。 
同じ気温でも湿度が高いと危険性が高くなるので注意が必要です。また，体を動かす強度
が強いほど熱の発生も多くなり，特に暑い所での無理な運動は効果が上がらないだけでな
く，熱中症の危険性も高まりますので，環境条件に応じた運動・休息・水分補給など適切
な行動が必要です。 
 熱中症の特徴は高体温（直腸温度40℃以上）と意識障害であり，応答が鈍い，言動がお
かしいなど少しでも意識障害がみられる場合には熱中症を疑い，救急車を要請し，涼しい
ところに運び，速やかに身体冷却を行います。 
 意識が正常な場合には涼しい場所に移動し，衣服をゆるめて寝かせ，スポーツドリンク
などで水分と塩分の補給を行います。また，うちわなどで扇ぐのも効果的です。 
 吐き気などで水分が補給できない場合には，医療機関へ搬送し，点滴などの治療が必要
です。 
 
 ヒナを拾わないで！ 
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暮らしを守る「治山事業」について 

 治山事業とはその名のとおり「山を治める」事業のことで，山腹崩壊地の復旧，土石流の防止や手入
れの行き届かない森林の整備などを実施しています。 
 「この前の豪雨で山が崩れてしまった」，「森林の手入れが行き届かず，雨が降るたびに表土が流れ
る」といった危険がある場合，治山事業による対策を実施できる場合があります。 
 もし，お近くにそういった山林がある場合は，市町の農林担当窓口や当事務所までご相談ください。 
 なお，治山事業の実施にあたっては，保安林であること（又は保安林に指定されることが確実である
こと）や，採択要件（実施によって守られる人家の数や公共施設の有無）などの決まりがあり，要望し
ても実施に至らない場合もありますのでご了承願います。 
  

【手入れが行き届かない森林】 【保安林改良事業（本数調整伐）施行後】 

 林業振興部森林管理班では，当管内の森林の適正な管理を主な業務としております。 
 その中で，保安林管理として保安林内で立木を伐採したり土地の形状を変更しようとする場
合には知事の許可が必要です。特に皆伐については，皆伐できる限度の公表があった日から３
０日以内に伐採許可申請書を各地方振興(地域）事務所に提出してください。限度公表は2月1
日，6月1日，9月1日，12月1日に行われます。遅れないように申請してください。 
 また，東日本大震災を起因とする沿岸部の復興資材に供される土石の採取の申請増にともな
いＨ２３年度比約１０倍の６０件（県内実績）の新規林地開発許可申請がありました。当班で
は，地域森林計画対象民有林において，１haを超えた開発についての相談窓口となっておりま
すので，土石の採取や太陽光発電施設設置（メガソーラー）を目的とした計画がある際には，
相談頂ければと思います。 

「山地災害防止キャンペーン」実施中です！ 

保安林の管理と林地開発時の留意事項について 

 近年，台風の襲来，「ゲリラ豪雨」という名称で知れ渡
るようになった局所的な集中豪雨，地震等により，山地の
崩壊や土石流，地すべり等の山地災害が多発しています。 
 そのため，毎年，梅雨前のこの時期に，山地災害防止に
対する理解と関心を深め，住民の皆様の防災意識の高揚に
資するため，5月20日から6月30日まで「山地災害防止
キャンペーン」を全国一斉に実施しています。 
 もし，お住まいの近くで下記のような現象が見られたら，
当事務所や市町農林担当窓口までご連絡をお願いします。 
 また，そのような箇所は非常に危険ですので，絶対に近
づかないようにしてください。 

【東日本大震災で崩れた山腹斜面】 【復旧治山事業（法枠工）完了後】 



６ 

 

 

【編集後記】 
 
今年度初となる竹とんぼを発行しました。年度内にあと２回発行を予定しています。             

「森林・山村の多面的機能発揮対策交付金」のご紹介 

活動組織 
 地域住民等，3名以上の方で構成された組織。地域の
自治会，NPO法人，森林組合等が単独で実施すること
も可能です。 
対象森林 
 森林経営計画，もしくは森林施業計画が策定されてい
ない森林。「森林空間利用タイプ」については，上記計
画の対象森林も補助対象となります。 
必要書類 
 取り組みの背景及び概要，３年間の活動計画等を記し
た活動計画書を作成する必要があります。 

①地域環境保全タイプ【里山林保全活動】（助成単価：１６万円／ha） 
 雑草木の刈払い、歩道・作業道の作設・改修、地拵え、植栽、播種、施肥、風倒木・枯損木の 
 除去・、土留め・鳥獣害防止柵等の設置等 
②地域環境保全タイプ【侵入竹除去、竹林整備活動】（助成単価：３８万円／ha） 
 竹・雑草木の伐採・搬出・処理・利用 
③森林資源利用タイプ （助成単価：１６万円／ha） 
 雑草木の刈払い、歩道・作業道の作設・改修、木質バイオマス・炭焼き・しいたけ原木・伝統 
 工芸品原料のための未利用資源の伐採・搬出・加工、特用林産物の植付・播種・施肥・採集等 
④森林空間利用タイプ（助成単価：５万円／回 上限１２回） 
 森林環境教育、森林レクリエーション、生物多様性保全の調査、体験林業の際の安全講習、移 
 動のためのバス借上、森林施業技術の向上に向けた技術指導 
※上記の活動を実施するために必要な機材及び資材（チェーンソー，GPS等々）の購入・設置に 
 対して、必要額の２分の１を助成します。（ただし、森林空間利用タイプを除く。） 

対象となる活動 

平成25年度の実績 

団体名 活動内容 

 
水守の郷・七ヶ宿 

 七ヶ宿町字根添地内の広葉樹林内において，「七ヶ宿・山がっ
こ」を定期的に開催し、森との関わりを一般県民に提供する。間
伐や刈り払い等の活動をはじめ，間伐材を薪や木製品に加工して
利活用を図ると共に，整備した林内で林業教育を実施し，ボラン
ティアリーダー等の育成を図る。 

 
川崎町の資源を生かす会 

 川崎町の荒廃した広葉樹林を主として，広葉樹林の間伐・皆伐
の取組みを実施。発生した資源は薪や炭として生かし，広葉樹の
萌芽更新により循環型の森林づくりを目指す。 

 
みんなのリンギョウ 

 丸森町内の要間伐林における搬出間伐や，荒廃竹林の整備を中
心とした森林整備をボランティアと共に実施。森林ボランティア
活動を林業の入り口と考え，山村や都市住民への間口を広げ，林
業の再生，山村の活性化を目指す。 

 
あぶくま竹クラブ 

 丸森町大張竹内の荒廃した竹林において，NPO及び地元住民で
活動組織を設立し，県内外から募集したボランティアと共に，荒
廃竹林の間伐及び整備活動を実施する。 

補助の要件 

【「水守の郷・七ヶ宿」のメンバー】 
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