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育成講座を終えて、チェンソーを持つ姿もなかなか！！
記事ラインナップ


2017 年度を迎えて（認定ＮＰＯ法人 森林の風 会長 瀧口邦夫 挨拶）



報告 2016 年度 まちのきこり人レベルアップ研修



報告 2017 年度 まちのきこり人育成講座



紹介 森林の風の新人会員さん



報告 憩いの森へ（企業の森の５年間の歩み）



お知らせ 平成２９年度 事業計画



お知らせ まちのきこり人レベルアップ研修 2017



森林の風の最新データ

※ 4 月からの新会員として、 伊坪さん（再入会）、小島さん、
伊藤さんの入会が理事会で承認されました。

森林施業 認定 NPO 法人
連絡先／〒512-0933 三重県四日市市三滝台 4 丁目 15-7 TEL 059-321-7719 携帯電話 090-9663-4088

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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2017 年度を迎えて
《森林づくりの原点に帰ろう》
認定 NPO 法人 森林の風 会長 瀧口邦夫
知り合いの地元林業家と協働で、森林整備する NPO 法人が解散した。今後は、任意団体
をして活動は継続するとの事、残念な思いと寂しさを感じる。“森林の風”設立時に 3 度ほ
ど訪ね、共に熱い思いを語った記憶がある。
樹には 2 度の人生がある。前者は、植物としての樹であり、後者は、木材としての木である。“森林
の風”は森林と樹に関わり活動を進めてきた。木材としての活用だけでは、樹木にならないと言え
る。樹に関わってこそ木が生きることは人類が始まってからの生業である。
開発のための樹木伐採や燃料としてのチップ伐採は、前者でも後者でもない。
林業、土木業、造園業の仕事の区分ができない状況になっている。近年、相当な速さで森林が消え
ている？と感じる。
生物多様性の森、酸性雨、森林崩壊、CO2 削減、水源の森などの言葉は消えかかっている。豊かな
森林を守る活動を続けるために、安全作業と信頼関係を大切にしたい。

報告

Report

2016 年度 まちのきこり人レベルアップ研修

第５回 森造舎 川島潤一氏によるレベルアップ研修
1 月 22 日（日）、森造舎の川島潤一氏をお招きして、第 5 回レベルアップ研修を開催しました。
上林 光伸
今回は、三重県民の森の胸高直径９０ｃｍのスダジイ
の伐倒をご指導していただきました。
まづ、必要な道具、および伐倒方法について１時間ほど
入念な説明及び打ち合わせを行いました。

我々が使用しているチェンソーはバーの長さ４５
ｃｍのもので、受け口を作るのも左右から数回切り
込み行いました。
牽引用としてチルホールを用いました。

我々だけでは、大変危険な作業になりますが、林業
家の指導の下、安全に正確に倒すことができました。
準備と、計画と、チームワークが必要でその条件が
そろえば、こんな大径木も処理することができ、とて
も貴重な体験ができました。
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報告

Report
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2017 年度 まちのきこり人育成講座

今年も、３月１９日の基礎編から始まり、４月９日の第 1 回から５月２
８日の第６回を無事終了することができました。受講生１３名がほぼ全日

森林の風の
♪新入会員さん♪

参加することができ、新しい「まちのきこり人」が誕生しました。
でも、ここからがスタートです。それぞれの思いで、森林へのかかわり

伊坪さん（再入会）

を持っていただきたいと思います。
基礎編にて菰野富士山頂にて

四日市市在住の伊坪です。
「森林の風」発足直後の２
～３年間参加し、仕事の都
合で中断、賛助会員として
共感してきました。昨春の
最初の講座では、瀧口会長

退職を機に瀧口会長からの

より、森林の風の理念、森林

勧めもあり、昨秋から活動

整備の大切さ、安全な作業等

に参加させていただき、こ

についてお話させていただ

の度、再入会しました。宜し

きました。

くお願いします。

受講風景

「森林の風」の発展、会員
の技能や安全知識のレベル
アップ、これらに伴う自治
コンパス測量

受け口の練習

体・民間企業等からの信頼
感等々をあらためて実感し
ました。今年７０歳になり、
ベテラン会員の皆さんのよ
うにはいきませんが、安全
に留意して活動していきた
いと考えています。 「山笑

チェンソー間伐

枝払い

う（春）
」
「山滴る（夏）
」
「山
装う（秋）
」「山眠る（冬）」
と俳句に詠まれている山の
四季を堪能しつつ、
「森林の
風」の理念である『森や水は
生命の源です。生命は水源
の森を守ることから始まり
ます』を、見て、触れて、感

受講生の顔つきも日に日に変わっていきました。

じたいと思います。

（４）

もりのかぜ だより

憩いの杜へ。

雑木林を整備する機会が増えてきました。平成 22 年度から多度山の「こもれびの森」に続き
平成 25 年度から「憩いの杜」において里山を整備することになりました。
企業の森としての「憩いの杜」（約 3ha）の 5 年間の活動が平成 28 年度で終了するに当り、
この 5 年間の森林施業を振り返り、取りまとめることで今後の森林施業の参考になればと思い
ます。
櫻井龍彦
◎「憩いの杜」の歴史
場所は、桑名市の西部に位置し、集落と集落の中間にあります。このあたりの森

企業の森

森林の風さん、モリノカゼさん、今日はどちらへ？

森林の風では、間伐などの「人工林施業」を中心に活動してきましたが、「里山」と言われる

林は、昭和の 30 年代頃までは、里山として集落の人達が生活に為にいろいろと関
わりを持っていました。また、アカマツ林がつづきその下にはマツタケが沢山生え、
松茸狩りに多くの観光客が訪れていました。ところが、昭和 34 年の伊勢湾台風以
降マツタケは少なくなり、今では全く撮れなくなくなってしまいました。さらに、
当時の家庭での主な燃料であった薪炭の供給地でもありました。ゴーカキと言って
アカマツの落ち葉を熊手でかき集めて焚き付けとして使ったり、柴刈りと言って小

桑名市

さな雑木を刈取ったり、落ちた枝を拾い集めかまどや風呂の燃料としたりしていま
した。しかし、燃料が石油やガスに変わったことで里山を利用することがなくなっ
てしまいました。それから約 50 年間、放置された里山が、この「憩いの杜」です。

◎手入れ前の様子、検討会
活動に入る前は、コナラの大木、ナラ枯れになった大木、タブ・シイ・カシ・クスノキなどの大木の
中にヒサカキなどの低潅木が密生した状態でした。
この里山を整備、再生するにあたって施業方法を知るためにまちのきこり人レベルアップ研修を開催
しました。
平成 25 年 3 月に岐阜県立森林文化アカデミーの横井教授、平成 25 年 12 月に（独）森林総合研究所
の奥主任研究員（当時）をお招きし、現地を歩いてもらいご指導をいただきました。里山整備に当たっ
ては、山全体を一つの森と考えずにエリア別にとらえ、伐る木、残す木、そのままにしておく木など特
徴のある山へと変化させていく方法、また、ナラ枯れした木は早く搬出するか燻蒸などの処理をする。
倒すだけなら被害の拡散になってしまう。
といったことを学びました。
これをふまえ、どのように里山再生を行うのか会員内で検討会を行いました。
１

里山の歴史を調べ、現状を知り、目的を考える
① 昔の里山では何を行っていたのか
② 里山が長年放置された理由
③ 里山再生とは何を指すのか
④ 施業後の里山の具体的な姿、方向性＆目指す目的

シンボルツリーとゾーニング位置図
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２
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具体的な施業
① シンボルツリー（大径木、希少種）を中心にゾーニング
② 受光面積確保のための除間伐（実生を生育させるため、皆伐に近い状態まで伐採）
③ 他の施業しないところは危険木のみ伐る
④ 景観を良くする（山桜、山モミジを残す、水路沿いに植樹）
⑤ 散策用の観察歩道づくり

◎1 期目の活動概要
上記のような検討をふまえた里山整備が始まりました。日常は当団体が整備を行い、年に 1 度企業の
従業員による森林施業をしました。
① 低潅木の除間伐
② 観察歩道づくりと補修
③ 記念植樹
④ 皆伐地における植生調査
⑤ 森の工作
⑥ 健全な森林にするための森林教室
⑦ シンボルツリーとゾーニングしたエリアの

大勢の社員が参加した森林保全活動

木札かけ
◎1 期目を終えるにあたり
「憩いの杜」を施業して間もなく、ここを通る市民から森林がきれ
いになった、すっきりしたなど、感謝の言葉を何度も聞きました。
しかし、里山とは、人の生活と関わり合っていてこそ里山と言いま
す。整備、再生した森林でも、関わりがなければ数年もすれば元の放
置され荒廃した森林に戻ってしまいます。薪など必要の無い現代に
おいて、どうやって人の生活と関わり続けることが可能なのかが重
要です。検討会でも議論しましたが、例えば、市民の森林浴などの憩
いの場にするとしても落枝などの危険に対する管理責任があるなど、
悩ましい限りで将来に対する決定的な良案がないというのが現状で
す。
シンボルツリーの木札かけ

記念植樹後
無事に根付くとひと安心

（６）

もりのかぜ だより

お知らせ

Ｎｏｔｉｃｅ

平成２９年度 事業計画

平成２９年６月４日（日）に平成２９年度通常総会を開催しました。
議案につきまして平成２９年度事業計画及び予算計画について満場一致で可決されました。

平成２９ 年度

事業計画
認定ＮＰＯ法人森林の風

１．活動方針
①安全作業を第一に、
「学び」
、
「考え」そして「実践する」姿勢をもって、森に優しい森林施業を進める。
②持続可能な組織にするため、会員の確保・育成に努めると共に、活動拠点の整備に努める。
２．事業計画
事

業

◎印は寄付金を充当する事業

名

事

業

計

画

上段：地区全体概要
下段：29 年度事業計画

会
員受 益 者
延活動人数 延参加者数

１．人工林総合施業
◎向井Ｆ１

・東芝の森

・エイチワンの森

・三重県民の森

・楽天の森

・リクシルの森

・新規の企業の森
・私有林

森林施業

・森林組合協働事業

 亀山市加太向井 9.4ｈａ（鈴鹿森林組合所有林）。2005 年～本田技研㈱の協力により、間
伐、歩道作り、定点観測、ホンダの森林保全活動の場所として活用してきたが、28 年度を
もって本田技研㈱は撤退した。
 29 年度からは独自の管理林として、各種団体の森林環境教育の場として活用する。
 企業の森（㈱東芝）
、四日市市水沢町 5.79ｈａ（市有林）
、平成 24 年 10 月～29 年 9 月。
 過年度間伐地の整理を行う。更新の予定はなく 29 年 9 月で終了。
 企業の森（㈱エイチワン）。亀山市三寺町 0.81ｈａ（堤氏所有）を終了とし、29 年度から
昼生小学校の裏山１ｈａに変更。 平成 26 年 11 月～31 年 10 月。
 間伐、竹林整備、笹刈、遊歩道整備、及び年２回（5 月、10 月）の森林保全活動イベント
を行う。
 平成 23 年 12 月に①ヒノキの森及び生産の森の間伐②枯損木の処理③森林学校の開催に
ついて「三重県民の森管理に関する協定書」を締結。
 枯損木の処理、雑木林の笹刈・除伐、年 1 回の間伐体験イベントの指導を行う。
 企業の森（楽天㈱）
、菰野町切畑 3ｈａ、平成 28 年 2 月～30 年 3 月
 1ｈａの間伐を行う。また、林道に隣接した施業地であるため間伐材の搬出利用に努め
る。
 企業の森（㈱リクシル）。伊賀市上阿波 2.76（ヒノキ林 2ｈａ、植栽地 0.76ｈａ）。平
成 27 年 4 月～32 年 3 月。
 ヒノキ林の間伐、枝打ち。植栽地 0.76ｈａの管理。年 2 回の森林保全活動イベント（パ
ッチデフェンス 8 基設置等）及びその準備を行う。また、鹿害対策テスト林（パッチデ
フェンス）として活用し、データ採取する。
 現在、日本ハム㈱、住友電装㈱、JA バンク三重から話がある。
 当面、活動場所など条件が整った 1 企業について、年度後半から契約する。その他は、
活動余力が生ずれば、調整する。向井 F1 は活動候補地の 1 つである。
 菰野町田光 1ｈａ、小岐須において施業候補地あり。活動余力が生ずれば後日調整す
る。
 森林組合からの要請に応じて対応する。
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２．里山再生
・こもれびの森

・憩いの杜

 企業の森（ＮＴＮ㈱）、桑名市多度山 4.5ｈａ、第 1 期平成 22 年 11 月～27 年 3 月でサ
クラ、モミジ 1,000 本植樹した。27 年度から 2 期目（平成 27 年 4 月～32 年 3 月）。
 過年度植樹苗の保育、歩道の補修、間伐、年 1 回（3 月）の森林保全活動イベントを行
う。
 企業の森（ＴＳテック㈱）
、桑名市茅ヶ崎 2.9ｈａ。第 1 期平成 24 年 11 月～29 年 3 月。
第 2 期 29 年 4 月～34 年 3 月。
 年数回林内整理、歩道補修、年 1 回（11 月）森林保全活動イベントを行う。

・ＴＯＹＯＴＩＲＥＳ  企業の森（東洋ゴム工業㈱）、東員町城山 5.27ｈａ、平成 26 年 10 月～31 年 9 月
緑のつながり・三重  １ｈａの林内整理（間伐及びチップ処理）、年 1 回の森林保全活動イベントを行う。

（７）
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 企業の森（ＡＧＦ㈱）。亀山市関町沓掛 2.56ｈａの雑木林に加え毎年 3ｈａ程度の人工
林が追加される。
 平成 26 年 10 月～31 年 9 月。
 年 6 回の森林保全活動（歩道作り、植樹、間伐体験など）イベント及びその準備を行
う他、追加される 3ｈａに歩道を設置整備する。
 企業の森（本田技研㈱）、亀山市関町 3ｈａ（大滝県行造林地）、平成 29 年 4 月～34 年
3 月。
 今年度からの新規地区で、年数回の林内整備と年 2 回森林保全活動イベントを行う。
 菰野町からの受託。平成 28 年度にパッチデフェンスを４基設置し、除伐、アカガシの
植栽を行った。
 パッチデフェンス内の植生について定期的に経過観察を行う。
 四日市自然保護推進委員会から大径木伐採指導の依頼を受け活動開始。平成 24～29 年
度。
 同上委員会の活動日程に合わせ大径木の伐採・搬出を行う。
 西山町 0.41ｈａ草刈、奥田園 0.24ｈａ管理、南条園 0.12ｈａ草刈、菰野富士植樹準備
とイベント。
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 鈴鹿市下大久保町自治会所有 1.70ｈａの竹林について自治会と契約。平成 23 年 8 月
～29 年 8 月の 6 年間。
 竹林の整備を行うと共に、竹ポット用材を確保する。9 月以降の取り扱いについて年度
早々調整開始する。
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 基幹事業の 1 つで平成 18 年から始め 28 年度までに 11 回開催、167 名が受講してい
る。
 4～6 月に 8 日間の日程で開催する。人材発掘のための講座（フィールド見学会等）を
検討する。

50

80

◎レベルアップ研修
 会員等の知識・技術のレベルアップを目的に年 5 回程度開催する。半日のミニ勉強会
も予定する。
（施業実技講習）
・出張まちのきこり人  平成 26 年度から亀山市において開催しており、今年度も亀山市において 3 日間の講座
を行う。
育成講座
５．森林活動体験
研修会
・広葉樹の薪への
 30 ㎥収納できる薪小屋と、22ｔ薪割り機が配備されている。年 15～20 ㎥の薪を加工、
販売する。
加工・販売
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 林業家、製材業とタイアップし、広葉樹の有効活用として平成 27 年度から運用開始。
運用拡大を図る。
 28 年度末で、シャクナゲ 700 鉢、御在所苗 700 鉢、その他杉・ヒノキ・コナラ・モミ
ジなど 200 鉢育苗している。
 平成 29 年度は新たに御在所苗・ミズナラを中心に 300 鉢、種子採取、育苗する。

20

 平成 23 年 9 月に第 1 号を発行し、平成 28 年度までに 28 号発行している。
 平成 29 年度は 2 回発行する。
 年 2 回総会、理事会、チーム打合会の開催他、書類作成・整理する。また、活動拠点
（まなびの森）の整備を進める。

20

・ブレンデイの森

・ホンダの森

・アカガシの森再生

・南部丘陵公園
・私有林整備
３．竹林整備
◎下大久保
４．森林施業基礎講習
◎まちのきこり人
育成講座

・ＱＲコード樹木版
◎竹ポットによる育苗

30

30

７．管理事業
◎会報発行
・その他管理事業
計

参考：会員の延べ活動参加人数の実績
Ｈ25 1,570 人
Ｈ26 1,560 人
Ｈ27 1,700 人
Ｈ28 1,450 人

150
1,650

1,960

（８）

もりのかぜ だより

お知らせ

Ｎｏｔｉｃｅ

まちのきこり人レベルアップ研修 2017

2017 年まちのきこり人育成講座が修了ました。
これまでに、大勢のきこり人をフィールドへと送り出しました。そんなきこり人のため、
森林の風では、年間 6 回程度のレベルアップ研修を企画しています。
今年も、時期は未定でですが、下記のように研修会を予定しています。内容が決まり次第
ホームページ等にてご案内します。ご参加をお待ちしております。


梶谷哲也氏によるチェンソーワーク講座
チェンソーを使って丸太のノッチ加工。チェンソー縦引き加工等。
1 泊 2 日奥大井の森林視察



大井川源流（椹島周辺）の森づくりを視察します。


宮川森林組合の岡本氏による苗木づくり講座
実生、挿し木、接ぎ木等、苗づくりについて知識を深めていきたいと思います。

昨年同等、ウッズマンワークショップの水野正雄氏、森造舎の川島潤一氏他の講師をお呼びし
て研修会を予定します。
その他、元鈴鹿森林組合の中沢氏による植生調査等も調整中です。
※

レベルアップ講習会は、日程が決まり次第ホームページ等にて発表します。

森林の風

～最新データ～

森を守り育てる活動にご協力ください
年会費

201７年５月 31 現在
◆取組事業総数
◆活動フィールド

◆フィールド総計

２８
人工林

6

里山整備

6

竹林

1
約６０ha

個人 1 口 3,000 円
法人 1 口 10,000 円 より

特典

年 3 回発行の機関紙「森林の風だより」や
各種案内を送付させて頂きます

加入者名：特定非営利活動法人 森林の風
郵便振込：00830-4-159060
通信欄に、おところ、おなまえ、ご連絡先電話番号を

201７年度 4 月から５月の累計
◆活動日数

ご記入ください。
34 日

◆会員延べ参加数

567 人

◆延べ受益者数

749 人

設立来累計
◆植樹数

約 10,350 本

