
 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年も無事活動が終了しました。より安全な作業姿勢が浸透してきたと感じ

ています。企業との共同と会員による施業を組み合わせた森林の風独特の保全活動、

そして「まちのきこり人育成講座」。この２本の基幹事業に加え、規模の大小、方法

も様々に森林環境教育も益々充実してきました。活動に支援・協力して下さった企業、

行政、関係関連諸所、そして参加者や会員の皆さんが日程を調整して参加されたおか

げです。ありがとうございました。改めてお礼申し上げます。 

一方で三重県鈴木知事認定 1 号の「認定 NPO 法人森林の風」として自覚を持ち

森林環境保全を進めてきましたが、認知が少ないことを痛感しています。森林の風の活動を広

く知っていただくことや、次世代の育成が不可欠になっています。ベテランの指導が重要な時

期になりました。 

「森林施業に関して答えはない」が恩師からの言葉です。新年からも、将来自慢できる“水

源の森再生”を多くの方と“考える”“学ぶ”そして“実践する”姿勢を一貫します。また、

このためには“対話する”“共に汗をかく”ことの再確認も必要です。 

2015 年も、技術・知識の向上を念頭に安全第一で活動を進めます。宜しくお願いします。 

森林施業 認定ＮＰＯ法人 森林の風 

会長 瀧口邦夫 
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http://www.morinokaze.info     *詳しくは、ホームページまたは上記までお問い合わせください。 
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亀山市三寺町の針葉樹人工林 0.7ha を、㈱エイチ

ワンが「エイチワンの森」として平成 26年 12月～

平成 31 年 11 月の 5 年間をかけ歩道

整備や林内整備を進めるものです。 

エイチワンの森は持続可能な社会の実

現のため森づくり活動に、地域社会の皆

様と協働で取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告 Ｒｅｐｏｒｔ 間伐推進中央協議会会長賞 受賞                   

  

昨年 10月 10日には、GTF（グレータートウキョウフェ

スィバル実行委員会）の間伐実践・環境教育部門で間伐推進

中央協議会会長賞を受賞しました。言うなれば「銀賞」に値

します。間伐等森林施業の実践力を背景に、「環境教育部門」

で受賞したことは大きな励みになります。森林の風では、

100 人単位から数家族単位まで年間数多くのイベントを実

施していますが、できる限り小さな班に分けています。班長

となる会員は参加者の方が森に係る事を何か一つでも得て帰ら

れるよう工夫して話すよう心掛けています。 

また、森林環境における指導者とそれを望む場とのマッチン

グを図る三重県の「森のせんせい」登録制度には、会員個人個

人でも登録していますが、森林の風として法人で登録していま

す。 

今後とも、水源の森を守る活動がさらに広がるよう、参加者

のみなさんと共に取り組んでいきたいと考えます。 

このような表彰をされた森

林の風に、施業はもちろん、

「出張！まちのきこり人育

成講座」、森林環境学習教育 

もお任せください。 
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亀山市 

従業員のみなさんによる 

第 1回森づくり活動 

ノコギリ間伐、 

竹林整備を行いました 



もりのかぜ だより                  （３） 

 

報告 Ｒｅｐｏｒｔ 梶谷氏を迎え 第２回まちのきこり人レベルアップ研修会             

 

 森林の風はみんな上手なのか、みんなベテランなのか。もちろん初心者

もいますし、10年、20年選手でも慣れや油断は大敵です。「まちのきこ

り人育成講座」はひろく一般の方に参加いただきたい講座ですが、「まちの

きこり人レベルアップ研修会」はむしろ、知識や経験を積んできた森林の

風会員のためにあると言えます。このお便りの『森づくりのことば』コー

ナーも、どちらかというとそういう役目を果たしています。 

 いつまでたっても学び続けること、が森林の風らしいスタイルです。 

 

 さて、梶谷さんをお招きした第 2回レベルアップ研修の 2日間はどんな内容だったかって？

それはもう参加したものにしかわかりません。あっという間の二日間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 Ｒｅｐｏｒｔ 鈴鹿市消防職員協議会 チェーンソー講習会           

12 月 13日に鈴鹿市消防職員協議会の会員の方へチェーンソー

講習会を開催しました。 

災害時にもチェーンソーは役立つということを念頭に、チェーンソ

ーの構造と注意点、使用時の安全な服装、目立ての講義および実習

を行いました。また午後から実際に山に入り、倒木処理を想定した

枝払い、玉切り特訓を行い、チェーンソーに没頭した一日を過ごし

ていただきました。 

亀山市の出張まちのきこり人育成講座や今回のチェーンソー講習

のような依頼が増えてきました。 

あなたの町でも森林を整備できる人を育て、森を綺麗にしません

か？またいつ起こるか分からない災害に備え、チェーンソーを安全

に使用するために取扱い講習を開催しませんか？ 

 

森林施業＜水源の森プログラム＞ 

森林環境教育、各種講習・体験会 

＜森の響プログラム＞ 

についてはお気軽にお問い合わせください。 
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元信州大学教授の島﨑洋路先生が、同大学在任中岐阜県の

N村で提案指導された人工林施業手法。将来に残しておきた

い木を選び、その成長を邪魔立てする木から間伐・伐採して

いくというもの。比較的地位指数が高い林分に適用すること

で将来の大径木仕立てを目指しながら、かつその間の間伐施

業で一定の利益を上げることもできるという、当時赤字で苦

しんでいたＮ村の林家にとって極めて魅力的な結果をもた

らしたことから脚光を浴びることになった。島﨑先生の著書『山造り承ります』に詳述されて

いるので是非そちらをご覧いただきたい。 

 

保残木マーク法手順 

施業対象林分の樹高成長を予測→将来 60 年生ごろの適正な

仕立本数を決める→立木の配置にあまり偏りがなく、できるだ

け太く真っ直ぐな木を選んで保残候補木としてマークする→1

回目の間伐ではこの候補木の生育に支障を及ぼす恐れのある隣

接木を、成長形質の良し悪しに関わらず優先して抜き伐る。同

時に、将来収穫見込みがなさそうな劣性木も整理する。 

 

＊地位指数とは木の成長に対する土壌の生産力を表す指数 

  保残木マーク法のメリット 

① 林分の込み具合や樹種に関係なく実行可能 

② 間伐木の選定が容易で、間伐率にあまりこだわらず実行できる 

③ 保残木の生長を妨げる隣接木が確実に除去される 

④ 生産目標が明確になる 

⑤ 劣性木だけをマークせず良質木も伐れるので、 

間伐でも一定の収入を得ることができる 

⑥ 柱材と大径木仕立てを並行してできる 

 

 

 

 

 

 

 

 

地位指数 
６０年生時上層樹高 60年生頃の適正保残本数 平均 

樹間距離 
相対幹距比 

スギ・ヒノキ 1ha当たり 10ｍ四方 

18未満 17～21ｍ 800本前後 8～9本 3.4ｍ 18.0 

18～20 21～23ｍ 600本前後 6本 4.1ｍ 18.0 

20～22 23～26ｍ 500本前後 5本 4.5ｍ 18.0 

 森づくりのことば  #４   

保残木マーク法 

【井伊】 
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ットがある
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池田さん 

兵庫県西脇 

市出身、Ｓ３ 

０年９月生れ 

の池田です。 

会への加入のきっかけは、近く

の多度山との出会いに始まり

ます。２～３年前に、休日に運

動不足解消も兼ねて散歩に行

くようになりました。その際

に、登山道がきちんと整備され

ていることや、たまに森の中か

らチェーンソーの音が聞こえ

てくることに気づきました。何

となく、定年後にこうした山の

環境保全のお手伝いができれ

ば良いなと考え、ネットで良い

組織がないか探していました。 

そんな時に、県庁の某課に照会

したところ、「森林の風」の存

在を教えて頂き、４月からの新

人研修が始まることを知り、申

し込んだ次第です。研修も無事

（？）終了し８月から会員に加

えて頂きました。山の中での施

業は楽ではないこともありま

すが、間違いなく楽しさがある

と感じています。山の良い空気

を吸い、周りの様々な方とのコ

ミュニケーションの輪を広げ

つつ、知識と技を身につけなが

らしっかりとした「きこり」に

なれるよう努めたいと思って

います。 

どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

もりのかぜ だより                  （５） 

 

 

 

 

 

 

伊勢神宮の宮域林で

も、将来式年遷宮で遣わ

れるヒノキの大径木に

白いペンキでマークを

している。その施業方針

は、数量的な制約のない

「育成木を太らせるた

めの受光伐」だということで、まさに「保残木マーク法」

に通じるものがある。  

    『鋸谷式新・間伐マニュアル』より 

保残木マーク法は林家の収支改善を図る打開策とし

て提案されたものだが、どのような場合に、どんな手法

を用いるにしても、対象林の将来像を明確にす

ること、そして選んだ保残対象木は大切に育て

ていくという施業者の姿勢は最低限求められる

ことだろう。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林の風の 

♪新入会員さん♪ 

本来生産林向けの施業方法ですが、通常の間伐

のように伐る木をマークするのではなく、残す木 

を選木してマークするので、多様な樹種が入り混じり多

様な動植物が生息する広葉樹の森づくりにも適用でき

ます。 

コナラやカシなど広葉樹の林は、里山由来の燃料とし

て薪や炭に使われた時代からほとんど利用されなくな

って 50年近くたち、将来像も明確でないため放置され

巨木に覆われています。 

管理という意味で生産林のような需要や技術がなく、

広葉樹の森づくりはどこもまだ手探りの段階なので、ど

の木を伐り、残すのか目の前の１本から迷うことになり

ます。森林の風のフィールド「憩いの杜」では、何度と

なく講師を招いたり会員同士話し合ったりして施業方

針を決めています（森林の風だより２０号参照）。 

 このような広葉樹の森づくりをする機会も増えてい

る中、樹種やその特性、森づくりの中での木々の位置づ

け等、まさに“考えながら”施業していく心構えが改め

て必要となってきています。 



（６）                 もりのかぜ だより 

 

きこり伯父さんと学ぼう！ 

「まちのきこり人育成講座 2015」 

 異常気象の影響？森林崩壊は予想以上に進んでいます。未来の子供たちに豊かな森林を残す

ために共に学びましょう。 

 

今年度は・・・ 

労働安全衛生法に基づくチェンソー取扱い講習もカリキュラムに加えました。受講者には講座

修了証を発行します。従来のような 1日、2日の講習ではありません。9 日間にわたります。 

 

なぜなら・・・ 

１つの施業地で計測、伐採、搬出、利用まで、水源の森プログラムを一通り経験できるから

です。より実践に近い形で、安全な活動を目指してください。講座終了の方には、会員と共に

参加できる「まちのきこり人レベルアップ研修会」もご用意。森林の風注目の森、プロ、現場

に出会えます。ご期待ください。 

 

 

 

 申し込み前に見学講習！ 詳細は別途資料参照 

①  2015年 2月 14 日（土曜日）森を歩く 亀山市開催  

    森林の風のフィールドで、冬の森を歩いてみましょう。 

②  2015年 2月 22 日（日曜日）森を測る 四日市市開催 

    森の調査は測ることから始まります。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

森林の風 info 

 

育成講座のウォームアップ

に！ 

森林の風ってどんな団体？ 

どんな人達がやってるの？ 

受講料払って続くか心配。 

 

そんなあなたにおすすめです。 

申し込みお待ちしています。 

 


