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特集「森をまもる仕事」の感想

●子どもと一緒に見ました。林業のことについてすご
く分かりやすく書かれていると感じました。子ども達
に伝えていくことは大切ですね。（土佐市・38歳）

●今回の林業大学生が身につけている衣服に目がとま
りました。山の中にはあまり無い色なので見つけやす
い色なのかなと思いました。女性の方もいるというこ
とで、これから林業に興味のある子ども達の将来の夢
につながりそうですね。（中土佐町・46歳）

●今回の表紙の学生の笑顔がとても印象的です。子ど
もが保育園からちょうど持って帰ってくれてじっくり
読んだことでした。机の製作や家を建てる時の補助金
のことも知らなかったです。年配の方は文字が小さい
ので少し読みにくいかもしれません。また次回も楽し
みにしております。（四万十市・34歳）

●林業大学校について興味があったので、こうして知
れてよかったです。服とチェーンソーが格好良かった
です。（香美市・9歳）

●森に関わる仕事が、自分が知っているよりもはるか
に多くてびっくりしました。林業と聞くと男性のイメ
ージが多いですが、これからは女性も多く活躍する場
になりそうでワクワクします。（香美市・43歳）

●樹木医（木のおいしゃさん）がいるのがびっくりし
ました。もう一つは、葉っぱなどが電気になることが
分かりました。（高知市・8歳）

●森林の整備をしてくれてありがとうございます。自
然は宝だと思います。（越知町・70歳）

●林業っていろいろあるんだなあと思いました。本当
に実感です。（高知市・37歳）

●初めて本誌を手に取り、読ませていただきました。
先日、香川から来た友人が高知の山を見て、「さすが高
知は植物大国だね。」と言ったことをきっかけに、高知
の林業について自分はあまり知らないことに気づき、
本誌を読ませていただきました。量も適切で読みやす
く、内容も興味深いです。とりわけ 4～7ページが非常
にわかりやすく勉強になりました。（高知市・25歳）

●高知県立林業大学校の表紙がとてもよかったです。
林業に興味が出てきました。（南国市・48歳）

●チェーンソーを持って笑顔で山の中に建っている若
者たち。今回の表紙には、山の未来と希望があふれて
いるようで、元気と勇気を頂きました。山林関係の写
真誌かと思う程、紙面にもっと写真を用いて、視覚的
に強く伝えて頂きたいと思います。（宿毛市・59歳）

●林業に興味があり、林業大学でどのようなことが学
べるかわかってよかったです。たいへん参考になりま
した。（京都府・33歳）

●もりりん 7号が、オーテピア高知図書館で久しぶり
に目にとまり、自宅で読みました。森の技術を学ぶ、
高知県立林業大学校はなかなか良い人材を育てる学校
と知りました。特に高知の青年に、林業を仕事として
頑張ってほしいと思います。（高知市・67歳）

●表紙の生徒達の表情がいいなと思いました。県立林
業大学校の取組を知ることができてよかったです。（四
万十市・58 歳）

●森を守っている人には、いろいろな仕事があること
がわかった。森は人の手入れが必要な事を知ることが
できて良かった。苗木を植えて、木が育つのに、40 年
～50 年かかることを知って、大切にしないといけない
と思った。ならの木が枯れているというニュースがあ
りました。高知でもありますか？どうしたら、防げる
のか、教えてもらいたいです。（四万十市・10歳）
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●読みやすい雑誌だと思います。林業について、小さ
な頃から、授業などで取り入れたりして、触れやすく
したら良いと思います。そういう活動があるのは、一
部の学校だけだと思うので、そもそも知らないので、
林業が、職業の選択肢に入りづらくなるのだと思いま
す。林業大学など、沢山の取り組みが宝の持ち腐れと
ならぬよう、皆に、広めて知ってもらう必要があると
思います！（高知市・35歳）

●知人が林業大学を卒業したので、どんな大学なのか
興味がありました。とても詳しく分かったし、高知県
の力の入れようも分かりました。高知県は大半が山で
もっと林業に関わる職種があればといつも思います。
私の勤務校も山の中にあるので、人口を増やすために
も、仕事先の確保が重要だと感じています。（香南市・
50歳）

●森に関わる仕事を見て、息子が『こんなのもあるん
やー。』と、興味を持ちました。普段、触れることのな
い分野のため、視野も広くなってくれたらと思いまし
た。まずは、知ることが大切だなと。（高知市・40 歳）

●林業って何をするのか気になっていましたが色々な
方の協力で高知の山が守られていると知りました。（土
佐市・36歳）

●林業関係の皆様ありがとうございます（室戸市・31
歳）

●林業について漠然としたイメージしかなかったです
が、仕組みやそれに関わるいろいろな職業があること
を初めて知りました。とても興味深い内容でした。（四
万十町・10歳）

●林業大学校では何をするのか気になっていました。
県外の友達の息子さんが興味あると言っていたので、
もりりんを渡してあげたいと思います。（高知市・47
歳）

●知人の子が林業大学校へ通っていたと聞き、気にな
っていました。表紙のみなさんの表情がとても素敵で
す。息子も重機が好きなので、一緒に読むことができ
楽しかったです。ありがとうございました。（いの町・
39 歳）

●高知県は森林が占める割合が高い県なので、その森
を守ってくれる人たちに感謝したいです。（土佐市・8
歳）

●教え子が進学した林業大学校が特集されていて楽し
く読ませていただきました。（高知市・62歳）

●林業に興味を持てた（四万十市・21歳）

●山の多い高知県で、森林を守られている方々に感謝
の気持ちでいっぱいです。（高知市・53歳）

●林業についてわかりやすかった。（東京都・52歳）

●今日の林業大学校良かったです。（宿毛市・29歳）

●林業について興味があったので、参考になりました。
（日高村・54歳）

●林業大学校の存在を高知県内の中高校で、もっと広
めてほしいです。（高知市・14歳）

●林業って具体的にどんなことをするのか、子供に聞
かれても詳しく説明することができなかったのですが、
今回のもりりんで一緒に勉強することが出来ました。
ありがとうございました。（高知市・39歳）

●林業大学は良い取組だと思います。（高知市・49 歳）

●海辺の町なので林業を生業にしている人をあまり知
りませんが、本誌を読んで考えています。（安田町・77
歳）
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●私自身、ヒノキ、スギ花粉症ですが、特にヒノキの
匂いは温泉などで癒されるので大好きです。この雑誌
を通して、若い子達が間伐などをして森を守ってくれ
ているのを知り、日本の未来も、まだまだきっと大丈
夫だと思えました。作業される方々達は、これからも
事故や怪我のないように頑張ってほしいです。（仁淀川
町・42歳）

●高知を旅行で訪れました。たくさんの施設に環境や
自然の啓発やボランティア紹介の冊子が置いてあり、
本当に自然を大切にしようとしているんだと伝わりま
す。森に関する仕事には興味がありますが、それで食
べていけるのか、正直気になります。そういった踏み
込んだところまで、ぜひ紹介いただきたいです。（愛知
県・31歳）

●私の長男は現在 2才 4 か月です。特集の森をまもる
仕事（森の技術を学ぶ高知県立林業大学校に潜入）の
中のハーベスタ、プロセッサ、タワーヤーダなど、機
械にすごく興味をもっています。（四万十町・32歳）

●林業の仕事は重労働で大変なことと思っていますが、
若者たちが笑顔で林業に携わろうと学んでいる姿に感
動しました。森林県の高知なので、林業の活性化、資
源の活用は本当に重要です。若い方に期待します。応
援します。（香美市・75歳）

●森の守り人のような表紙。皆にこやかで、頼もしい
印象を受けました。高知県にとって森林はなくてはな
らない奥の深い恵みだと思います。だからこそ、守っ
ていく人が必要なのですね。（香南市・37歳）

●林業のことがよく分かります。（広島県・60歳）

●初めて林業大学校を知りました。日本の森は宝だと
思います。美味しい水の源ですね。若い力でこれから
も守って下さいね。（岡山県・58歳）

●木の伐採によって生き物の生態系が守っているとい
うのは、すごい努力です。素敵な仕事というより、大
変なお仕事ですね。これからも美味しい水が飲めるよ
うに、怪我をせずお仕事を頑張ってください。（高知
市・36 歳）

●高知県に林業大学校があるのは初めて知りました。
男性が働くイメージの強い林業なのに、女性でも頑張
っている姿に感動を覚えました。（愛知県・61歳）

●森林率が高い県だとは知っていましたが、林業大学
校があることは知りませんでした。高知の魅力である
緑を守る大事なお仕事ですね。ぜひ頑張っていただき
たいと思いました。（東京都・57歳）

●林業の内容について、分かりやすく読めるし、森林
環境税についても理解できるので、もりりんはずっと
発行してほしいと思います。今号の「林業大学校に潜
入」を見て、次男に進学を勧めたいと思いました。（高
知市・44歳）

●森を支えるために多くの職業の方々が関わっている
ことを知りました。（高知市・31歳）

●表紙の 5人の方の笑顔が好きで手に取りました。県
外出身の私にとって、高知＝森林のイメージです。道
の駅やお土産屋さんで売っている木の作品が好きでよ
く買っています。今回、漫画で林業とは？森にかかわ
るしごとは？など、分かりやすく知れてよかったです。
今までも知ろうとしたのですが、活字＆専門用語ばか
りで読む気にもなれませんでした。もしこのような機
会があれば漫画形式だと有難いです。（高知市・40 歳）
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「木の家が持つ魅力をチェック。」の感想

●木のあるウェディングの写真がキレイでステキだっ
た。（四万十市・10歳）

●木のあるウェディング、ちょっと興味がわきますね。
娘もこんな所で、アットホーム的に結婚式を挙げられ
たらと思いました。林業大学校の服、一瞬ウルトラマ
ン隊員と思い、笑っちゃいました。かわいいです。（高
知市・58歳）

●CLTを使ったウェディングサロンの無柱空間に驚き
ました。CLTを使用した事例が他にあれば紹介して欲
しいです。ぜひ参考にしていきたい。（高知市・30 歳）

●「木のあるウェディング」が、とても素敵だと思い
ました。ぜひ行ってみたいです。森林環境税の使いみ
ちを初めてじっくりと見ました。これだけでは足りな
いと思います。山はお金がかかります。（土佐町・47
歳）

●こんなに素敵なウェディングサロンがあることを知
りませんでした。我が家にも木を取り入れたいと考え
ています。（いの町・58歳）

●木のあるウェディング、すごく素敵だと思いました。
木は温かみがあっていいなと思いました。（土佐市・46
歳）

●P8 の木のあるウェディングを見て、これはなんと美
しい光景だろうとウットリしてしまいました。木のに
おい、形、色、どれをとっても木は本当に素晴らしい
財産だと思っています。すべて木でできた家に住むの
が夢です。（香美市・51歳）

●きらきら輝く木の家に住みたいです。苗木屋さんに
なってみたい。（高知市・7歳）

●採用まちがいなしのデザインで、すごい才能だと感
心しました。木のあるウェディングの会場がすてき。
ここへ入れるチャンスを待ちます。コロナが減少して
から、コンサートとかがあったら行ってみたいです。
（高知市・53歳）

●木のあるウェディングの EIKOKUJl Theatre はとて
も魅力的でした。木造でも耐震に優れ、開放的な無柱
空間を実現できる技術はすごいと思いました。（中土佐
町・30 歳）

●表紙を見て、林業大学校に入学した友達のことを思
い出して記事を読みました。写真を見ると、みんな笑
顔だったり、真剣な表情で作業に取り組む姿が見え、
未知の世界でしたが、楽しそうな印象を受けました。
特に印象に残った記事は、「木のあるウェディング」で
す。結婚式の会場は、モノクロだったり、洋風なイメ
ージがありましたが、こんな会場も良いと衝撃を受け
ました。木の世界に、花嫁の白いドレスが映えそうで
すね??「折れない木」があることにも驚きです。地震
のことも考えてその木を選ぶオーナーさんの気配りも
素敵ですね。ぜひ足を運びたいです。（四万十市・19
歳）

●今後家を建てる時に、コンクリートや鉄骨より意外
と木も丈夫だと一つの知識として頭に入れる事が出来
て良かったです。（高知市・年齢無回答）

●森林率が多い高知県ならではの広報誌で目についた
ら手に取っています。最近は和室を知らない人がいる
と知り(和室という本より)衝撃を受けました。今回特
によかったのは木のあるウェディングです。身近にこ
んなところがあるとは全く知りませんでした。（高知
市・61 歳）

●快適なくらしをいつも楽しみにしています。（安芸
市・57 歳）
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「新キャラクターイラストコンテスト受賞作品発表」

●知人のお孫さんが新キャラクターコンテストに応募
され、見事に新キャラクターに採用されたことで初め
てこの冊子を手に取りましたが、記事も内容も分かり
やすく面白く読めました。（高知市・67歳）

●もっと情報が多いと嬉しい。もっと知りたい。新キ
ャラクターイラストコンテストを知らず（前回入院中
で読んでおらず）こどもが応募したかったと落ち込ん
でいた。残念。（安芸市・38歳）

●毎号、楽しみにしています。新キャラクター・イラ
ストコンテストに応募したかった。（高知市・37歳）

●キャラクターの受賞作品は、みんなかわいく描いて
いて、さすがだと思いました。（高知市・37歳）

●林業大学校に女性がいると思わなかったので驚きま
した。同じ女性の 1 人として、ぜひ活躍してほしいで
す。皆さんの笑顔が素敵ですね。今までの表紙の中で
一番好きです。人の笑顔はピカイチです。皆さん、頑
張って欲しいです。新キャラクターの「ねっこくん」
が素敵です。根っこに注目するとは、思っていなかっ
たです。（香美市・43歳）

●今回（№7）表紙の 5名の笑顔が最高に好きでした。
新キャラクターも全部かわいくていい。きりかぶ姫の
活躍を期待しています。（四万十町・58歳）

●絵が上手やった。お仕事、たいへん。（香美市・6歳）
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「もりりん」について

●写真を増やしてほしいです。（高知市・39歳）

●森林について知ることはなかなか難しいです。もり
りんは手軽に手にして読むことができるので毎号楽し
みに読ませて頂いています。（日高村・71歳）

●毎回、林業について知ることができ、大変勉強にな
っています。子どもと一緒に読むことで、木・森の大
切さ、なぜ切らなければならないのか？の質問が出た
りと、子どもへの自然教育にも役立っています。いつ
もありがとうございます。（高知市・32歳）

●すごくいいと思います。理由は私がこの「もりりん」
を読んで森林や林業について興味をもてたからです。
だから、このまま連載しつづけてほしいです。（南国
市・12歳）

●家族でキャンプにハマっており、山に行く機会がち
ょくちょくあります。いつもこの誌を見て、森林事業
について詳しく知ることができています。こうして感
想を書くのは初めてですが、森を守るにはどうすれば
いいのか。人の手で森を整備するということも大切な
んだなと知りました。ふだん、何気に使っているペレ
ット（燃料）も森を守るためなんだなあと感心しまし
た。（土佐市・32歳）

●山の中で育ち、今度生まれ変わったら大工さんにな
る夢をもっているくらいですが、現在山に関わること
は全くしていません。でも、この冊子は身近なものに
感心させてくれます。嬉しいです。（高知市・53歳）

●いつも楽しく読んでいるから。（高知市・5歳）

●本誌の内容的にはすごく魅力的ですが学生たちがも
っと興味惹かれるような書き方をしてみてもいいかも
しれません。（高知市・21歳）

●フリガナが付いているところが読みやすくて良かっ
た。キャラクターがかわいかった。「もりりん」ってい
うタイトルもよかった。色々なことが載っていて、森
のことがよく知れて「もりりん」は森の色々なことが
かいてあるなと思った。（高知市・9歳）

●絵がたくさんあるので、分かりやすいし楽しいです。
読み仮名が書いてあるから、漢字が読めます。（四万十
市・12 歳）

●行政の弱点として情報発信が受け手（読み手）目線
でない、独りよがりである点があげられます。それに
比べて「もりりん」は広い読者層をターゲットとした、
読者目線の分かりやすく面白い構成となっています。
まず手に取って読んでみたいと思わせないとタダの徒
労ですもんね。表紙のインパクトもさすが。広報誌と
してもとても参考というか、見本にさせていただきま
す。森林環境税も使いみちを明示してくれるので理解
を得やすいのでは。いちいち感心ばかりで、批判の余
地皆無でした。（高知市・58歳）

●森林は私達の生活になくてはならないものだから、
森林環境税は必要で、使いみちを見て、とても有意義
に使われていると思いました。本誌はカラーが多く、
とても読みやすかったです。ありがとうございました。
（高知市・41歳）

●よくできている雑誌です。森林に対する理解の助け
になります。（本山町・65歳）

●森林率日本一の高知県に住んでいるのに、森林にあ
まり関心がありませんでした。子供が学校からもらっ
てくる、もりりんを読んで前よりは森林について興味
が湧いてきたと思います。これからも、もりりんを通
じて色々学べていけたらと思います。（高知市・46歳)

●可愛い絵がたくさんで読みやすいです。（大豊町・33
歳）
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●森林環境税と言う言葉を初めて聞きました。調べて
みて、高知県が先駆けて導入され、2024 年から全国で
課税されることを知りました。本誌は、イラストや写
真がたくさん用いられているため読みやすく、楽しく
林業について知ることができました。（高知市・31歳)

●身近に山がないので、山の中ってどんなんだろうと
知る機会になります。（南国市・47歳）

●いつも楽しみながら読んでいます。家族の中に林業
をしているものがおり、木を身近に感じています。木
がもつあたたかさや、雰囲気などをたくさんの人にも
感じてもらいたいと思います。次回も楽しみにしてい
ます。（高知市・29歳）

●大人から子どもまで誰が読んでもすごく分かりやす
いので、興味を持てると思います。（いの町・32歳）

●保育園から配布され、初めて拝見しました。子供は
幼くまだあまり理解は出来ていませんが、可愛らしい
イラストで、楽しく読むことが出来ました。（高知市・
30歳）

●いつも保育園からの配布で「もりりん」を読んでい
ます。毎回勉強になることばかりです。（黒潮町・37
歳）

●いつも楽しく拝読しております。子供はまだ 4 歳な
のでどこまで理解できているかわからないところもあ
るのですが、写真を見ては「これなに？」と次々質問
が出てきて興味津々のようで家での会話のレパートリ
ーが広がります。（南国市・33歳）

●読者プレゼントがいつもかわいくて悩みます。（四万
十市・年齢無回答）

●キャラクターを取り入れているので、子供達も進ん
で読んでいました。（四万十市・42歳）

●ふとした時間に楽しく読めます(^^)（四万十市・20
歳）

●知らないことが知れるのでいいパンフレットだなと
思います。（津野町・15歳）

●面白かったです！（安芸市・35 歳）

●こんな冊子があることを初めて知りました。私が子
供の時に植えたヒノキを、亡き母が毎夏、下草刈りを
していたことを思い出しました。春はタケノコを掘っ
て美味しく食べたのですが、その山の美味しいタケノ
コにはもう何十年もお目にかかっていません。守る主
の居なくなった山を、今年はせめて見に行こうと思い
ます。本誌を読んで、そんな気持ちになりました。（高
知市・69歳）

●本年 1 月 31 日付の高知新聞 1 面に、森林税につい
ての記事が載っていました。貴誌を拝読していなけれ
ば、森林税について知らなかったので、興味深く読む
ことができました。ありがとうございました。（高知
市・36 歳）

●タイトル「もりりん」は森プラス林ですか。海や川
が有名な高知県へ観光できました。森林率が全国一や、
大切な森を守るため、若い人材を育ててあることを知
り、驚いています。道の駅で「もりりん」さんと出会
い、次回は森林やぜひ、梼原町の雲の上の図書館へ行
ってみたいです。（福岡県・68歳）

●これまではあまり知りませんでしたが、色んなこと
を学ぶことができました。（埼玉県・21歳）
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意見・要望等

●所有している山の使いみちなどを掲載してほしい。
（日高村・47歳）

●山林を少し買って持っているのだが、なかなか売れ
なくて困っている。（高知市・38歳）

●本誌を読んでいると、とても森林を活かしている気
がします。しかし、一般家庭では山を持て余している
人も多くいます。そのような人が気軽に相談できると
ころがあるといいなと思います。（南国市・44歳）

●もりりんイベントへ GO！は森や木材に一般の人が
親しんでくれるチャンスで、いいと思います。山があ
りますが、手入れの仕方も分からずそのままです。山
の近くに住んでいても手入れが出来ません。（高知市・
80歳）

●本で紹介して頂いている内容はとても興味がありま
す。家が山のそばにあります。山の今後について、住
民がすべきことなどあれば取り上げてほしいです。
年々繁っていく感じがすごくあります。（土佐市・57
歳）

●自分が若かったら、県立林業大学校に入って基礎か
ら学んでみたいと思います。実は、実家の裏庭をはじ
め、地域が限界集落になって木々が生い茂り手入れす
る人たちがいなく、昔の景色が失われています。今か
らでも、なんとかならないものかと思い、もりりんを
読んでいます。（土佐市・59歳）

●祖父が管理していた山を活かすことができておらず、
ただ自分たちでも何かしら形にできないかと模索して
います。夫はチェーンソー講習にも行ったりしました。
（佐川町・48歳）

●私の祖父母は過去、自営で林業を営んでいました。

しかし後継者はなく、現在は山も手付かずの状態です。
森林環境税という言葉も本誌で初めて知りましたが、
林業に興味がわいてきました。これを機に、自分にも
何か出来ることがないか考えてみようと思います。こ
れから大きく育っていく私たちの子どもにも豊かな自
然が残せるように、考える機会を与えて下さった事に、
感謝します。読んでいて、とても面白かったです。あ
りがとうございます（高知市・28 歳）

●現実的で申し訳ありませんが、山の中での作業は、
非常に危険と隣り合わせです。機械化によって作業環
境が随分と軽くなっていることは喜ばしいことですが、
機械のコストを考えるとかなりの高額投資になってし
まうので、やはり公的機関のバックアップがとても重
要になってきますね。（四万十市・62歳）

●もっと自伐林業ができるサポートが欲しいです。杉
をまた植えて切るだけでは同じことの繰り返しではな
いでしょうか。持続可能な林業を目指してほしい。（南
国市・47歳）

●昨年から自伐型林業の勉強を始めました。県西部は
林業の取組方が市民に分かりやすく参加しやすい研修
が多いのに比べ、県東部（香南市、南国）は補助金制
度について詳しい職員も少ないし、活動も少ない。自
伐がしたくても、補助金も少なく、なかなかできない
ので、もう少し県が森林に対してしっかり取り組んで
ほしいです。（香南市・49歳）

●高度成長期に杉や桧を育林したものの、県外や全国
では植林したままの針葉樹が放置されて手入れされず、
荒れ果てた山林がいっぱいです。国は輸入材を使わず、
我国の育林に投資し営林を充実すべきだ。豊かな水は
川、海で幸をもたらす。（越知町・87歳）

●高知県は有難いことに木がたくさんあるので、水が
得られていますよね。森林保全など、とても有難いで
す。当たり前じゃなく、高知県民は水の有難さをもっ
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と知るべきだと思います。（高知市・29歳）

●床などのリフォームで高知県の木材を利用したいの
ですが、扱う業者やどんな木材があってどんな特徴が
あるのかなど、情報があれば嬉しい。（高知市・46 歳）

●昨年、新築工事を高知市内の工務店に頼みました。
県産木材でお家を建てられると良かったなと思ってい
るので、県産木材を使っている工務店の特集や実際に
県産木材で建てたお家の特集などが欲しいと思いまし
た。すでに情報はあるのかもしれませんが、本屋さん
では高知の工務店で建てたお家の情報誌はあっても、
県産木材に特化した情報は手に入りづらいように思い
ます。県産木材の行き先、雑貨や家具や建材その他
諸々をどこでどんな物を消費者が手にできるのか、そ
ういった特集があれば嬉しいです。（高知市・年齢無回
答）

●現在賃貸アパートに暮らしていますが、小さな子ど
ももいるため今後はマイホームを考えています。木の
住まいについて素敵だと思っていた矢先、県内の木材
を使用すると量に応じて補助金がもらえることを知り、
より木の家を検討していきたいと思いました。（高知
市・29歳）

●10 年以上前ですが、家を建てた時に県産材の使用で
町から補助金をもらいました。とてもありがたかった
です。ぜひ続けてほしいです。（四万十町・50歳）

●家を建てるのに県産木材を検討したので、今回読ん
でみました。県産木材は一般には出回っていないらし
く、林業がさかんならもっと補助金とか県産木材を利
用出来る機会が欲しいと思います。（安芸市・35歳）

●カラーでとても見やすく子どもに分かりやすい内容
になっている。木を取り入れた生活を紹介してほしい。
組木細工の特集をしてほしい。他の木の細工者でもよ
いです。（安芸市・57歳）

●安定して商品を供給してくれる木工職人、または企
業を取り上げてほしい（県材使用、BtoB 可など）。（高
知市・39歳）

●動物を捕るためのしかけに興味があります。（高知
市・9歳）

●人の手で森をつくることにお金をかけるのは、とて
もいいことだと思う。（高知市・11歳）

●昨年、知り合いのお子様が森林の作業中に亡くなら
れました。安全面にも税金を使用していただけたらと
思います。（46歳）

●近年の土砂災害などの一因に、山林の手入れが行き
届かないことによる保水力の低下が指摘されています。
今後、益々増えるであろう山林の土砂災害について、
山林の多い高知に住んでいる者としては森林環境税を
有効に活用していただき、減災への取組を期待してい
ます。（香南市・年齢無回答）

●森を大切にしないといけないと思いました。（四万十
町・8歳）

●緑の募金活動を応援しています。最近はキャッシュ
レスで買い物してもおつりがないけど、財布に小銭が
あれば微力ながらも募金させてもらっています。登山
も好きなので、森林を守ることは大切だと思います。
木の香りが大好きです。（いの町・53歳）

●森林のことを改めて考えさせて頂く機会になりまし
た。子どもたちの代にも豊かな森林を残せるように自
分にできることからしていこうと思います。（高知市・
28 歳）

●森林環境税の家計簿を見せて欲しいです。（子どもに
もわかりやすくして）（香南市・51歳）
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●森林環境税の使い道を特集してほしいです。特に森
林環境教育ではどんなことをしているか知りたいです。
あと森林資源を活用したイベント情報も知りたいです。
（香美市・46歳）

●森林環境税の使いみちはよく分かりましたが、具体
的にどこに使われているか、目に見えにくいです。（南
国市・74歳）

●これからも森林の魅力を沢山発信してほしいと思い
ます。津野町のアスレチック等興味あります。（高知
市・37歳）

●杉や檜など植林の多い県ですので、皆が一定の知識
をもつべきだと思います（高知市・49歳）

●全国平均などと比較した高知林業関係を知りたいで
す（中土佐町・37歳）

●机作り体験という文字に飛びつきましたが参加費が
どれくらいの物が出来るかもわからない状態で、
66000 円払う人がいるのでしょうか？興味はあるし、
子供にも体験させてあげたいですが、我が家には敷居
が高すぎます。残念。（日高村・40歳）

●机作り体験の様子を特集してもらいたいです。（香美
市・46歳）

●表紙の林業大学生の笑顔を見て読もうと思いました。
もっと若かったら、林業大学校に行きたかったかもし
れない。「6歳になったら机を作ろう」は、孫ができた
ら、ぜひ、やりたい企画です。続けてほしいです。（土
佐清水市・63歳）

●ツリーハウスを作るのが夢です。どんな木で自分で
も作ることができるか等、いろいろ知りたいです。（四
万十市・44歳）

●シカの食害対策で山の中の木を植える活動に参加し
ました。もう何年も前です。それが終わった後、ミド
リネットの説明を受けたりしました。バスツアーでし
たが無料でした。財源はどこからなのかと思っていま
したが、今回、森林環境税から出ているのではないか
と思いました。また、植樹した木のその後をもりりん
や新聞で知りたいです。（高知市・57歳）

●森林環境税のことを知れて良かったです。まだまだ
認知が低いと思うので、継続的に発信していく必要が
あると思いました。まきのでネイチャーゲームに参加
予定でしたが、中止になって残念でした。娘も楽しみ
にしていたので、また次の機会に参加したいと思いま
す。是非開催してください。冊子のプレゼント応募の
QR コードが小さすぎて、スマホで読み込めなかった
のでもう少し大きかったら有難いです。（私のスマホの
性能もあると思いますが…。）（高知市・36歳）

●いつもは道の駅等でもらっていた「もりりん」。今回、
初めて保育園で配布されました。毎回となると大変だ
と思うので、年に 1回くらいは県内の各家庭に届くと
知るきっかけになると思いました。（安芸市・38歳）

●この冊子で 500 円の森林環境税を収めている事を知
りました。まだまだ知らない人は多いと思います。ど
んどん知って貰い、多数多様な意見を知り良い事は行
動すべきと感じました。高知の今後を担う子供達への
引継ぐ意識付けの為にも定期的に学校配布してくれた
ら良いなぁと思います。息子は小学 1 年ですがこの冊
子にとても興味を持ったのか、ずっとみていました。
アンケートで入手の選択に教育機関項目がありますが
どれくらいの機関に配布されているのでしょうか？た
だ単に場所に配って置いてだけではスルーされている
可能性が大きくと思います。先生も多忙です。せっか
く素晴らしい冊子なので高知県民みんなに知ってほし
いです。キャラクターコンテストは子供たちも楽しめ
て (親も楽しいですね?)良い企画でほっこりしました。
これからも楽しく読んでいきます。（高知市・45歳）


