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 新たな年を迎え，皆様にはそれぞれの目標に向かって，日夜，邁進していることと思います。 

 震災から間もなく５年が経過し，復興の歩みが加速され，その成果が明るい話題となって聞

かれるようになってきました。森林・林業・木材産業においても，関係者皆様の御努力で，県

内の林業生産額は，震災前の水準に回復しつつあり，この状況をさらに着実なものとするため，

復興に向けた県産材の供給力強化や木質バイオマスの利用拡大，さらにはＣＬＴ（直交集成

材）等の技術導入による新たな木材需要創出に向けた取り組みがなされています。仙南地域に

おいても，森林組合や林業・木材産業事業体において，事業の生産性向上を図るため，高性能

林業機械や製材加工施設等の導入，さらには木質バイオマス加工施設の導入などが進められて

おり，徐々にではありますが地域材の生産加工体制が整いつつあります。幸いにも当管内の森

林面積は国有林を合わせて約１０６千ヘクタールで，県全体の２５％と豊富な森林資源があり

ます。この資源を基に森林組合や林業・木材産業関係者及び市町の皆様と力を合わせ，生産・

加工体制の構築による地域材の利用拡大を図っていくことが重要であると考えています。 

 また，きのこ等の特用林産物については，福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能汚染の

影響により，一部地域のたけのこや，露地栽培の原木しいたけの出荷制限，それに伴う風評被

害などが発生しています。しかし，生産者や関係市町の皆様の御努力で，たけのこについては，

丸森町の一部地域（耕野・丸森・小斎）及び白石市で出荷制限が解除され，損害賠償などの課

題はありますが，地域の生産活動が再び歩み始めてきました。今後は，一日も早く，全ての生

産者の皆様が生産を再開し，出荷できるよう，出荷制限解除と損害賠償に向けた取組を支援し

て参ります。 

 今後とも仙南地域の森林・林業・木材産業及び特用林産物の振興に取り組んで参りますので

ご協力をお願いします。 

      【巻頭あいさつ】         

宮城県大河原地方振興事務所林業振興部長 千田 政明 
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 県は，農林業者の生産意欲と生産技術の向上と農林産物の生

産振興を目的に毎年１０月に宮城県農林産物品評会を開催して

います。 

 この品評会において，七ヶ宿町の木炭生産者の新山弘さんが

特用林産振興会長賞を受賞されました。新山さんは平成１０年

から木炭生産を始め，生産技術研さんと地域産業の振興に努め

てきました。木炭が入賞するのは３年ぶりのことです。 

 木炭生産は重労働で高齢化もあり生産者が減少していますが，

地域資源を活用した産業であり，今回の受賞を機に木炭生産に

向け今後も生産者の支援を行ってまいります。 

 

  たけのこについては，平成２６年４月に丸森町旧耕野村で初めて出荷制限が解除され，平

成２７年４月には白石市と丸森町旧丸森町，旧小斎村の解除が実現しましたが，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

は引き続き出荷制限を受けています。今後も国へ出荷制限解除を求めるためには検査を繰り

返し，地域のたけのこの安全性を示す必要があります。 

  原木しいたけ（露地栽培 以下省略）については，平成２４年１月以降大河原管内の市町   

（大河原町，柴田町を除く）で，出荷制限が続いています。 

  県内の状況を見ると，これまで平成２６年８月２６日に登米市生産者が，平成２７年には

仙台市，大和町，大崎市などの生産者の出荷制限が解除されています。 

  解除するためには，宮城県栽培管理に沿った栽培を行う必要があります。 

  解除後も，出荷前と発生期間内はモニタリング調査を実施し，より安全・安心な原木しい

たけを消費者に提供する必要があります。 

  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。 
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１ 宮城県農林水産物品評会で七ヶ宿町の木炭が受賞！ 

２ 管内の主な特用林産物の出荷制限解除に向けた取組について 

 受賞した木炭 

 特用林産振興会長賞を受賞した新山氏 
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３ 小学生が植樹体験を行ないました！ 

 角田市立枝野小学校３年生，４年生を対象に，土地 

改良区の仕事内容や森林の大切さなどを伝える事前授 

業と平成２１年に発生した島田地区の林野火災跡地へ 

の植樹体験活動が行なわれました。 

 事前授業では植樹体験に先立つ平成２７年１１月４ 

日に，角田市の水土里ネットかくだ（角田地区土地改 

良区）と事務所からそれぞれスライドにより森の仕事 

の内容や森林の大切さを学びました。「これ知ってる 

人？」などと問いかけると，何人もの手が積極的に上 

がりとても活発な授業になりました。 

 植樹体験は事前授業の２日後の１１月６日に行な 

われました。１時間ほど山登りをして大森山の山頂 

付近のとても眺めの良い場所で植樹をしました。子ども達は思い思いの場所へ苗木を植え，そ

の横に立てた支柱に名前や将来の自分へのメッセージを自由に書いていました。子ども達が大

きくなったら，ぜひここに来てこの日の事を思い出してほしいと思います。 

４ 林業労働災害防止の徹底について 

 平成25～26年前半にかけ，林業，木材製造業ともに死亡 

 災害が多発したことから，林業・木材製造業労働災害防止協 

会において，「死亡労働災害多発警報発令要綱」を策定し， 

関係機関と連携・協力し，防止対策を行ってきました。 

 結果，死亡災害は減少傾向にあるものの，平成27年は， 

11月7日現在全国で34人の死亡災害が発生しています。 

 死亡災害の傾向としては， 

１ 伐倒作業における死亡が多発，特に枝の落下による災害 

  が多発 

２ 経験年数が10年以下の作業者の災害が増加（約4割） 

３ 60歳以上の高齢労働者が5割以上，特に75歳以上の災害 

  が増加となっています。 

 このことから，基本に忠実な安全対策の実施と「思い込み」「不注意行動」にならないよう安

全教育を徹底し，労働災害防止に万全を期すよう努力して頂きますようお願いいたします。   

みどり 



 ５ 渡り鳥が飛来しています！ 

  平成２８年１月１４日に宮城県内へ飛来するガン類，カモ類，ハクチョウ類の生息調査が行 

われました。宮城県では１１月(飛来初期），１月（飛来最盛期），３月（渡去期）と年３回調

査を実施しています。 

 昭和４４年から４０年以上継続している調査であり，県内約５００箇所の飛来地で調査を行 

います。 

 調査当日は，県内の飛来地で自然保護員と野鳥関係機関の職員等あわせて約１１５名が調査 

を行いました。 

 宮城県の主要飛来地としては登米市・栗原市にある「伊豆沼・内沼」と，大崎市にある「化 

女沼」，「蕪栗沼」となっています。 

 大河原管内では，白石川，阿武隈川が主な飛来地となっていますが，湖沼や水田にも，たく 

さんのハクチョウやカモ類が飛来します。しかし，今年度は暖冬の影響で飛来数が減少してい 

ます 

 今回実施した調査結果と昨年度との比較は次のとおりです。 

    ※速報値ですので，今後の集計により数値が変動する場合があります。 
単位：羽 

宮城県全体 
平成２８年 

１月調査 

平成２７年 

１月調査 
増減 

ガン類 175,089 187,023 ▲ 11,934 

カモ類 51,345 62,631 ▲ 11,286 

ハクチョウ類 12,974 21,219 ▲ 8,245 

    計 239,408 270,873 ▲ 31,465 

大河原管内 
平成２８年 

１月調査 

平成２７年 

１月調査 
増減 

ガン類 ※大河原管内にガン類の飛来はありません 

カモ類 3,548 5,642 ▲ 2,094 

ハクチョウ類 650 1,355   ▲  705 

    計 4,198 6,997 ▲ 2,799 
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６ 保安林内や自然公園区域での伐採や作業には事前に申請が必要です！ 

 保安林内や自然公園区域内で立木の伐採や土地の形状を変更しようとする場合には，事前に

知事に対して申請書や届出書を提出する必要があります。特に保安林の皆伐については，申

請できる時期が年4回（2月・6月・9月・12月）に限られています。また，いずれの申請の

場合も，法定の期間や審査処理期間を必要とするため，すぐに着手できるものではないので

時間に余裕を持った申請や事前相談をお願いします。 

 詳しい手続き方法等や申請様式については，森林整備課（保安林について）・自然保護課 

（自然公園について）ホームページからもご確認いただけます。 
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７ 鳥インフルエンザについて 

 現在宮城県内では高病原性鳥インフルエンザの発生は確認されていません。 

 死亡野鳥を見つけた際は，次の内容をご確認ください。  

 ①どんな鳥であるか・・・色，形，大きさ等 

 ②何羽死んでいるのか・・・鳥インフルエンザ簡易検査実施羽数が種類により変わります。 

 ③怪我はしていないか・・・衝突痕がある，腐敗又はミイラ化していないか 

 ※野鳥は様々な原因で死亡します（外傷・衝突・感電・飢えによる衰弱・様々な病気等） 

 そのため，外傷が全くなく，死亡原因が分からないものが鳥インフルエンザ簡易検査対象と

なります。 

 なお、感染した鳥やその排泄物，死体，臓器などに濃厚に接触する場合を除き，人には感染

しないと考えられています。日本で発症した例は確認されていません。  

 調査の必要がない場合，死亡野鳥は一般廃棄物として処分することとなります。県，市町の

担当部署へご連絡いただくか，御自身で処理される場合には，軍手などを着用し，素手で触ら

ぬようビニール袋等で3重に包み込み，可燃ゴミとして処分をお願いします。処理後は手を十

分に洗い，消毒してください。    

８ 伐採届と林地開発行為許可について 

 身近にある森林は，もしかしたら地域森林計画対象民有林かもしれません！ 

 地域森林計画対象民有林において，立木の伐採や森林を開発しようとする時は，届出や許可が

必要です。林業経営のための立木の伐採や１ha以下の開発の場合は，最寄りの市町村へ届出が必

要となり，１haを超える森林の開発を行う場合は，知事の許可が必要となります。 

 昨今は，木材の価格が思うように上がらず，太陽光発電や復興資材としての土砂採取などに森

林が転用されることが増加しています。 

 現在，運用されているほとんどの開発行為箇所は，許可 

手続きを経て行われており，そのような箇所は，現場に許 

可内容や開発行為者が明記されている標識が掲示されてい 

ます。しかし，中には「手続きが面倒！」「周りから見え 

ないから，バレなきゃ大丈夫！」と森林法違反をしている 

箇所もあるかもしれません。 

 そのような場所を発見した場合には，役場や市役所の農林担当窓口か，当部森林管理班  

（℡０２２４－５３－３２５２）にご連絡願います。 



１０ 関東・東北豪雨災害の被災状況について（治山・林道） 

 平成２７年９月７日に発生した台風１８号や前線の影響により，関東地方と東北地方で記録的

な大雨となり，９月７日から９月１１日までに観測された総降水量は，関東地方で６００ミリ，

東北地方で５００ミリを超え，各地で甚大な被害が発生しました。 

 当管内においても，治山施設を含む山腹崩壊等林地被害は５箇所１億百万円，林道施設被害は

２７路線１億１千８百万円余に及びました。治山施設及び林道施設被害については災害査定が終

了し，復旧工事に向けて準備を進めており，人家等への影響において緊急性が低い林地被害につ

いては経過観察を行っています。 

 今回の豪雨は，総降水量が大きかったことに加え，強い短時間の降雨があったことが特徴で，

地表水のほか集中的な地下への浸透水が大きな山腹崩壊や道路の路体崩壊につながったものと考

えられます。 

林道法面の崩壊（丸森町） 山腹崩壊 
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 森林は私たちが生活する上で欠かせない多くの役割を果た 

しています。その大切な森林を守り育てていくためにはより 

多くの目で森林を見つめ，森林被害や山地災害の兆候をいち 

早く発見していくことが重要です。  

  そこで宮城県では，森林の巡視活動をボランティアで行っ 

ていただける，みやぎ森林保全協力員を募集しています。興 

味がある方はお気軽に当所林業振興部までお問い合わせください。県森林整備課のホームペー

ジからも詳しい制度の内容や申し込み方法についてご覧いただけます。 

募集期間：平成２８年２月１日～平成２８年２月２９日 

任  期：平成２８年４月１日から３年間 

応募資格：県内にお住まいで，森林保全に対する熱意及び知識，経験を持ち，ボランティアで 

     年間１０日程度の森林の巡視などの活動をしていただける２０歳以上の方 

申 込 先 ：大河原地方振興事務所林業振興部森林管理班 （他管内においては各所管事務所） 

９ みやぎ森林保全協力員を募集します！ 

森林の巡視状況 



 平成２７年１１月１５日から狩猟が解禁となっています。 

 狩猟期には，主に鳥類を狙う「銃猟」やイノシシなどを狙う「わな猟」等が行われることと

なります。狩猟を行う方はルールを守って事故や違反をすることがないようお願いいたします。

また，入山される方はご注意願います。 

【狩猟期】 

 平成２７年１１月１５日から平成２８年２月１５日まで 

 イノシシ猟については，わな猟限定で平成２８年３月３１日まで 

【注意】 

①狩猟免許を所持し，狩猟者登録をされた方が狩猟を行えます。免許を持っていない方 

 や免許を持っていても狩猟者登録を行っていない方は狩猟ができません。無免許，狩 

 猟未登録者が狩猟を行うと法律違反となります。 

②わな猟において，使用する「くくりわな」については，設置する輪の直径が１２cm以 

 内であり，締付け防止金具が装着されていなければなりません。また，イノシシを捕 

 獲する場合はこの他にワイヤーの直径が４mm以上であることと，よりもどしが装着 

 されていなければなりません。 

【その他】 

  狩猟のほかに鳥獣被害防止を目的とした有害鳥獣捕獲が行われている箇所もあります。 

  これは，宮城県や市町村で捕獲許可を行っているものであり，可猟区以外でも箱わな等 

 を設置している場合がありますので，ご注意願います。 

大河原地方振興事務所林業振興部の仕事 
 

林業振興班 

 
℡0224-53-3249 

 【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）他           

 

森林管理班 

 
℡0224-53-3252 

  【担当業務】  

 保安林の管理，林地開発 
 狩猟関係，野生鳥獣の保護・管理 
 自然公園 

 

森林整備班 

 
℡0224-53-3230 

 【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♪ 

【あとがき】 
 

 今年初となる竹とん
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
ので，本年もよろしく
お願いします。 
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１１ 狩猟が始まっています！ 


