
 平成２７年度が始まり，未曾有の 
震災から４年が経過しました。県で 
は，震災復興計画における再生期の 
２年目を「創造的復興ステップアッ 
プ予算」とし，創造的復興を加速す 
る年と位置付けしております。 
 当事務所はこれを具体化するため 
「仙南地域振興方針」を策定し，さ 
まざまな産業振興策を進めておりま 
す。林業振興部としては，林業普及 
指導員４名を中心に職員一致団結し， 
例えば，原発事故の影響で一部出荷 
制限がかけられている「たけのこ」 
の全地区制限解除に向け，一層取組 
を進めることとしております。 
 一方，蔵王山の火口周辺警報解除 
による蔵王エコーラインの通行止め解除がようやくされました。仙南地域には，みやぎ蔵王を眺
める絶景ポイントが数多く有り，この夏「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン２０１５」と
して，ぜひ何度でも足を運んでいただき，蔵王を満喫してほしいと思います。 
 蔵王の懐には，広大な美しい森林が映し出されることでしょう。この美しい森林を後世に引き
継ぐとともに，資源として有効に活用することが林業・木材産業の使命であると思います。 
 森林から生産される木材は，製材所で加工され，あるいは合板工場で，またあるいはチップ工
場や製紙工場へと搬出され，住宅用・建設等資材へと利用されてきましたが，昨今は木質バイオ
マスの利用が大いに注目されるようになりました。この森林を守り，有効に利用していくため，
さまざまな取組で林業振興を図ることとしております。 
 読者の皆様には，本情報誌により微力ではありますが林業振興の橋渡しとなることをお祈りし，
引き続きご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 
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【巻頭あいさつ】森林と林業振興について 

宮城県大河原地方振興事務所林業振興部長 槇 隆和 

スギの美林にて(七ヶ宿町) 



 平成２７年４月２４日に白石市及び丸森町旧丸森町地
区，丸森町旧小斎地区において，たけのこの出荷制限が
解除されました。 
 平成２４年５月１日から続いているたけのこの出荷制
限は，昨年，県内で初めて丸森町旧耕野村地区において
解除（平成26年４月17日付け）されました。  
 解除に向けた国との協議では，経年の推移 データは必
須であり，それを基に国が判断するため，急遽追加デ－
タを求められたり，生産者の協力を得て２月，３月に地
中のたけのこを早掘りするなど，努力を重ねてまいりま
した。  
 その結果，出荷シーズン前の解除とはなりませんでし
たが，今年度産たけのこを出荷できる時期（４月下旬）
に間に合わせることができました。 
 なお，丸森町の５つの地区（旧金山町，旧筆甫村，旧
大内村，旧舘矢間村，旧大張村）で生産されるたけのこ
は現在も出荷制限を受けていることから，引き続き解除
に向けて生産者及び関係者と協力し，全域での解除が実
現するよう取り組んでまいります。 

 １ 調査の目的 

  平成２３年度に調査をしてから３年が経過したことから，県内のしいたけ原木林の状況を
あ把握するため，平成２６年度に現況調査を実施しました。 

 ２ 調査の方法 

  （１）調査箇所：県内２３市町村（１１３カ所うち管内８市町５２カ所）のしいたけ原木林 

  （２）調査方法 

      １調査地当たり３本の原木を伐採し，ゲルマニウム半導体検出器により放射性物質濃度を
あ測定しました。 

  （３）調査期間： 平成２６年１０月２３日から平成２７年３月３０日まで 

 ３ 調査結果の概要 

〇 平成２３年度の調査結果を比較すると，(県内)最大値では６５％減となり，いずれも低下傾
あ向が見られました 

〇 国の指標値（５０ベクレル／Kｇ）以下の箇所は１１３か所中，２０か所で，全体の１８％
あでした。 ※国の指標値：安全なきのこ栽培ができる原木の放射性物質濃度の基準 

〇 今回の調査で，国の指標値を下回る場所が一部で確認されたが，測定値がしいたけ原木林
あ全てを示す値でないことや，放射性セシウム濃度にバラツキがあることから，県内の原木林
あの活用は困難な状況にあると見られます。     

 

 

 

 

４ 今後の対応 

    原木林を早期に再生する手法を見出していくため，現在の森林を伐採し更新する実証事業
あを実施していくとともに今後も原木林の現況を調査し利活用の可能性を把握してまいります。 
 ２ 

白石市，丸森町（旧丸森町，旧小斎村）のたけのこの出荷制限解除されました！ 

平成２６年度原木林放射性物質調査の結果について 

 今年度の出荷セレモニー  
  （丸森町旧耕野村地区） 

白石市たけのこ初出荷 
（場所 白石市 小十郞の郷） 

  平成２３年度調査 平成２６年度調査(管内) 
         調査市町村       １９市町 ２３市町(8市町) 
         調査箇所数       ９２カ所 １１３か所(52カ所) 
  放射性 
 セシウ濃度  

    最大値   ２，４９２Bq/kg ８８０Bq/kg 
    平均値             ２６１Bq/kg １１６Bq/kg 

  指標値（ ５０Bq/kg）以下 １５か所（１６％） ２０か所（１８％） 



３ 

「みやぎ児童・生徒木工工作コンクール」が開催されます 

 今年度も宮城木材文化ホール運営委員会が主催する 

「みやぎ児童・生徒木工工作コンクール」が開催されま
す。 

 本コンクールは，かけがえのない森林を後世に引き継
ぎ，次代を担う子供たちに身近な森林・木材の良さを知
ってもらうことを趣旨・目的として行われるものです。 

 昨年，当管内では１７作品の出展があり，所内選考の
結果，県の本審査に７作品を搬入したところ県の教育長
賞等を受賞することができました。 

 応募資格が，小学校及び特別支援学校の児童・生徒に
限られること及び応募締切が９月上旬に設定されること
から夏休み期間中に作品の作成に取り組む必要がありま
す。 

 是非，趣旨に御賛同いただき，お子さんやお孫さん等
に広く出展を勧めていただきますようお願い致します。 

 なお，県の本審査に選考された作品については，追っ
て仙台市内等で開催される展示会等で飾られることにな
ります。 

森林の開発手続き等について 

 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。 

【保安林】 

 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３０日以内に伐採許可申請書を各地
方振興事務所に提出する必要があります。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。提出期限に遅れないように申請する必要があります。なお，申請書の様式や詳しい
手続き方法は県森林整備課のホームページで確認できるほか，当班に御相談願います。 

【林地開発】 

 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を目的とした林地開発許可
申請についてもＨ２３年度比約１０倍の６０件（県内実績）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を超える開発についての相談窓口となっておりますので，土取
りや太陽光発電施設設置を目的とした計画がある際には，御相談頂ければと思います。 

【自然公園】 

 優れた自然景観を守り，地域の良好な生活環境の維持に資するため，県内には国立公園・国定
公園県立自然公園等があります。当管内には①蔵王国定公園(白石市，蔵王町，七ヶ宿町，川崎
町)②蔵王公園県立自然公園（白石市，蔵王町，七ヶ宿町，川崎町）③阿武隈渓谷県立自然公園(
丸森町)が指定されています。 

 これらの指定区域内で①工作物の新築・改築・増築②木竹の伐採③土地の開墾・土地の形状変
更④広告物の掲出・設置・表示等の行為を行う場合は，特別地域は知事の許可，普通地域は知事
への届出が必要となります。 

 申請・届出内容(指定区域，申請書様式，添付書類)につきましては，県自然保護課ホームペー
ジでも確認できます。 

 自然公園以外でも自然環境保全地域として①樽水・五社山(村田町)②釜房湖(川崎町)③谷山(川
崎町，村田町)④斗倉山(角田市)が指定されており，知事の許可または知事への届出が必要となり
ます。また，緑地環境保全地域として①深山(角田市)②高館・千貫山(柴田町)が指定されており
知事への届出が必要となりまので，御相談頂ければと思います。 

 【昨年度の出展作品】 



４ 

ツキノワグマの発見状況と錯誤捕獲防止対策等について 

・管内のツキノワグマ出没状況 
 平成２７年６月２３日までの大河原管内でのツキノワグマ出没状況は，白石市９件，蔵王町８件
，川崎町２件，丸森町４件となっています。 

 ツキノワグマは、７月から９月にかけ１番多く目撃され、また、１年おきに増減を繰り返し、
今年度は少なくなると思われます。 

 例年出没件数が多いのは、白石市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町です。 

 

・錯誤捕獲防止対策 
 イノシシ用箱わなへのツキノワグマ錯誤捕獲防止として、設置する箱わなの上部中央に３０㎝四
方の脱出口を設けています。 

 錯誤捕獲を未然に防ぐため、わなにおいては、設置場所、設置時期・時間、種類、構造、誘引
するえさの種類等について十分に検討することが必要です。また、錯誤捕獲の早期発見及びその
後の適切な対応を図るため、定期的な見回りをする事が大切です。 

  

 最近のクマは山にすてられた弁当の残りなどのゴミ等を食べるようになっています。ゴミを食
べるようになったクマは「人間は食べ物を持っている」と思い,人間に近づくようになります。 

 ゴミは自分で持ち帰るようにし，キャンプに行った時にも、食べ物は,クマがとれないような場
所に保管しましょう。 

 
【万一クマに会ってしまったら！】 
１ そっと立ち去ろう 
２ 騒がない 
  大声をあげたり，石や棒等を投げつけることは，危険です。落ち着いてください。 

３ そっとさがる 
 慌あわてて、逃げ出したりせず，クマに背中を見せずに，ゆっくりと後ずさりしてください。 

４ 子グマにであったら 
 子グマが可愛いからといって，絶対に近づいてはいけません。近くに必ず母グマがいます。母グ
マは子グマを守ために人を襲うことがあります。 

 

「もし，クマが攻撃してきたら！！」 

５ 抵抗しない 
 腹這いになり，両手で首の後ろを守ります。ザックを背負っていれば背中は守られ，一番大事な
頭や首が守られます。 

                       以上のことを心がけるようにしてください。 

カワウの被害について 

 カワウは平成１６年度まで福島県が北限と言われてきましたが、今では青森県まで生息が確認
されています。宮城県では釜房湖の他、白石川、阿武隈川、北の方だと江合川、鳴瀬川にも営巣
していることを確認しています。 

 被害は主に養魚場の魚が食べられる事が多いです。被害が多くなる時期については、アユが遡
上する５月～７月と、戻っていく９月～１０月が最も多くなります。 

 防除策としては養魚場の周りにテグスを張る、追い払い用の花火を使用する等です。 

  



５ 

 

 

イノシシに注意しましょう 

 ニホンジカ（以下シカ）が，これまでに生息の確認されて
いなかった地域において目撃される情報が増加しており，そ
の分布区域の拡大が懸念されています。 

 シカは，高い繁殖率を有し，個体数が増加すると農林業被
害や森林生態系への影響など多方面にわたる被害が発生し，
一度増加した個体数を低減させるには，膨大な労力と費用を
要することになります。このことから，シカの個体数増加に
遅れることなく対策を講じるため，県では保護管理計画を作
成しています。 

 その際の基礎資料として，シカの生息分布区域を把握する
必要があり，目撃情報を広く求めています（当管内では，こ
れまでに川崎町で雄（１頭）の死体を確認しています）。 

 もしも，シカを目撃されることがありましたら，当所林業
振興部若しくは各市町，森林組合に御連絡をお願いいたしま
す。 

 

ニホンジカを見かけませんか？ 

【イノシシの特徴】 
 早ければ１歳、遅くとも２歳で繁殖を始めることもあります。４
～５月に３～５頭の子を産みます。 

 野生の条件では、気候や食物等の影響から増えたり、減ったりを
繰り返すことから、生息数を推定する方法が確立されていません。
ただし、新たに侵入した地域では、爆発的に増加する可能性が高く
なります。 

 栄養価の高い農産物を常習的に食べるなど、環境や食性が変わる
とイノシシの生態が変化することが予想されます。管内でも農作物
の被害が増大しており，その軽減を図るため有害捕獲や個体数調整
をしております。Ｈ２６年度の実績は右表のとおりです。 

【注意】 

 野生動物を許可なく捕獲することは違法行為になります。また、
狩猟免許を持たない方が捕獲することも違法行為になります。もし
畑などでイノシシを見かけたとしても自ら捕獲等行わないようお願
いいたします。 

【イノシシに遭遇したら】 

近づいてきた場合はゆっくりと後ずさりしてください。大声を出し
たり急に動くなど刺激を与えると、イノシシが驚いて思わぬ事故に
つながる場合があります。 

 イノシシは嗅覚に優れているため、持っている食べ物のにおいを
嗅ぎ付けて近寄ってくる場合があります。この場合には速やかに食
べ物を体から離して、ゆっくりとその場を離れてください。       

平成26年度 
イノシシ捕獲頭数(頭) 

丸森町 ９８０ 
白石市 ８３４ 
角田市 ８１８ 
川崎町 ２３３ 
蔵王町 １５８ 
村田町 １００ 
大河原町  ６０ 
柴田町  ５２ 
七ヶ宿町  ３４ 
合  計 ３,２６９ 

たてがみを逆立てたり、
威嚇音（歯を打ち鳴ら
す音等）を出している

ときは要注意！ 



「林業専用道」という言葉を聞いたことがありますか。林業専用道とは，作業道の使いやすさと
林道の強固さを併せ持った新しい規格の道です。 

（開設のメリットは？） 

①大型トラック（１０ｔ）が入れる規格のため，運搬費のコスト低減が図られる 

②簡易な構造のため従来の林道よりも開設単価が安い 

③森林作業道の取付が容易 

 当管内では，（社）宮城県林業公社が白石市と川崎町で開設しました。そのうち，白石市の林
業専用道で見学会を開催し，市町・森林組合担当者とイメージを共有しました。 

（補助事業が利用できます！） 

 事業名：農産漁村地域整備交付金  

 事業主体：県・市町・森林組合等 補助率：４６／１００～５１／１００ 

林業専用道を開設して，森林整備を進めてみませんか            
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新しい山の道「林業専用道」 

森林作業道 

林業専用道 

間伐区域 

見学会開催地（白石市） 林業専用道と森林作業道の配置のイメージ 

林業専用道 

森林作業道 

林道 

【あとがき】 

今年度初となる竹とんぼを発行しました。 
これからも森林・林業に関する話題を積極的
に発信していきます！             

大河原地方振興事務所林業振興部の仕事 

 
林業振興班 

 【担当業務】 
・森林の伐採や造林，木の病気や害虫 
・森林計画，林業機械 
・特用林産物（きのこ・山菜等）etc           

 
森林管理班 

   【担当業務】(P3で詳しく紹介) 

・保安林の管理，林地開発 
・狩猟関係，野生動物の保護・管理 
・自然公園 

 
森林整備班 

 【担当業務】 
・山地災害の予防，復旧 
・林道の開設・管理 
・環境緑化，県有林管理 

森林や林業についてお困りの際は 
お気軽に担当班までご相談下さい♪ 

防災林造成事業「諏訪部地区」の事業完了と今後 

 平成２１年４月，角田市島田諏訪部地区で発生した山火事は，隣接する山元町にも及び，４
日間にわたり約１０２㏊の森林を延焼しました。この被害跡地を復旧するため防災林造成事業
などにより，６年をかけて植栽や防火帯・治山ダムの設置を行いました。 

 被害跡地には，スギ・ヒノキのほか，アカマツ・ヤマザクラ・コナラ・クヌギ・クリ・ケヤ
キ・イタヤカエデなど１４種類もの苗木を植栽し，植栽本数は約５万７千本になります。防火
帯は山の稜線に沿って２千４８５ｍ設置し，渓流の荒廃を防止する治山ダムは，景観にも配慮
し，木製のものを８基設置しました。苗木の植栽後は，一本一本の成長を促すため保育事業と
して下刈りを実施しており，写真のように順調に成長しています。 

 森林には，水を蓄え，土砂の崩壊･流出を防止する働きがあります。そのような働きをより
高めるため多くの種類を植栽した苗木が立派な森林に育つよう，今後も適切に保育事業を実施
していきます。              

 エンジュとキハダの混植 
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