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木 ま ぐ れ 木 曜 日

嶺北林業振興事務所では、平成30年4月1日付けの人事異動で「1名」が退職、「3名」が

転出し、「5名」が転入いたしました。今年度も職員一同、嶺北地域の林業・木材産業発

展のために取り組みを進めて参りますので、よろしくお願いいたします。

◆平成30年度 定期人事異動に伴う退職者・転出者・転入者挨拶

今年度もよろしくお願いいたします！

職員一同

僕が撮影しました！

川島指導員



植田 嘉真（所長） → 定年退職（平成30年3月31日付け）

平成29年度末をもって、38年間勤続した県庁生活の終焉を迎えました。
特に、最後の3年間は初めて嶺北林業振興事務所に配属となり、有意義な時を過ごすことができ、皆さ
まには心より感謝申し上げます。

この4月には、森林技術センター（香美市）で専門員として再任用され、主に林業技術の普及啓蒙及
び人材育成担当としてお世話になっており、また皆さまとお会いする機会もあろうかと思いますので、

今後とも何卒宜しくお願い致します。

倉野 裕司（次長） → 治山林道課（課長補佐）

4月1日付けの定期人事異動により、治山林道課に勤務することとなりました。この４年間は事務所で
の内業の毎日で、皆様のお役に立つことができなかった事が一番の心残りで、大変申し訳なかったと感

じています。

嶺北地域においては、近年の大型製材やチップ工場の稼働等により木材需要が旺盛となり、木材増産

に対する気運も高まってきています。この状況の中、林業・木材産業の拡大再生産の好循環を実現する

ことにより嶺北地域の活性化に繋ながるように、後は新体制の嶺北林業振興事務所の皆さんにお任せし

たいと思います。

平成26年４月からの４年間、嶺北地域の皆様には大変お世話になりました。

吉川 陽夫（チーフ（間伐担当）） → 中央西林業事務所（チーフ増産担当）

このたびの人事異動により、中央西林業事務所で勤務することになりました。

嶺北地域の林業発展のために、少しでも皆様のお役に立ちたいと思って嶺北林業振興事務所に着任し、

2年間は振興担当、4年間は間伐担当として、関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことと存じますが、
色々とお世話になりました。

また、今後とも嶺北地域の林業が発展するように心より願っております。

横山 誠一郎（間伐担当技師） → 幡多林業事務所（森林土木課技師）

この度、4月1日付けの人事異動により幡多林業事務所に異動することになりました。
嶺北で勤務した2年間は、1年での配置替えもあり幅広い業務に携わらせていただきました。林業関係

や森林所有者の皆様は勿論、学校やイベント関係など嶺北地域の沢山の方々と関わることができ、林業

や地域のことについて大変勉強になりました。

新所属では治山関係の業務に携わります。毎年新しい経験を得る機会をいただいているのでとてもあ

りがたく思っています。今後も更に知識や経験を積み、県民の皆様に寄与できるよう精一杯頑張ります

ので、また嶺北地域に帰ってきた際はご指導お願いします。

2年間ありがとうございました。

◆転出者

◆退職者



久川 眞一郎（木材産業振興課企画監（外商促進担当）） → 所長

満開の桜の中、平成30年4月1日付け人事異動により着任いたしました、久川眞一郎と申します。前職
は木材産業振興課で木製品の販売、それも輸出も含めた県外への販売、いわゆる「地産外商」を担当し

ていました。今年度で入庁35年目となりますが、嶺北林業振興事務所は初めての勤務地となります。
森林資源の充実した嶺北地域は、県下で最も先進的な地域として、原木の増産から住宅部材の販売まで、

林業・木材産業に積極的な取り組みを展開しておりますので、微力ではありますが、皆様のお役に立て

るよう、心機一転頑張りますのでよろしくお願いいたします。

伊藤 登（中央西林業事務所振興課長） → 次長

今春の定期異動により、13年振りに嶺北林業振興事務所勤務となりました伊藤です。
以前とは業務も変わり事務仕事中心で不慣れな点も多々ありますが、現場の情報収集に努めるととも

に事務所職員と一丸となって嶺北地域の林業・木材産業の振興に取り組んでいきたいと考えております

ので、何卒よろしくお願いします。

前田 悟（須崎林業事務所チーフ（振興担当）） → チーフ（増産担当）

この度の異動により、嶺北林業振興事務所、増産担当に赴任した前田と申します。嶺北地域は、はじ

めての赴任であり、地域の地名にも不慣れで皆様にはご迷惑をおかけするかもしれませんがよろしくお

願いします。

前野 隆彦（安芸林業事務所主任） → 主任

この度の定期異動により、安芸林業事務所から赴任して来ました前野です。

担当は、前職場と同じく森林計画及び林業労働力等の振興業務を担当させていただきます。

私は、これまで県東部の勤務地が多く、嶺北林業振興事務所は初めての勤務地となります。お役に立て

るのか不安な気持ちはありますが、頑張りますのでよろしくお願いします。

柳川 真範（新採 技師）

このたびの新規採用で嶺北林業振興事務所に配属となりました柳川と申します。業務は保安林等を担

当させていただきます。

入庁するまでは四年間、林業関係の民間企業で働いておりました。ただ、工場業務や産廃業務を中心

に励んで参りましたので、保安林関係の知識は疎く日々勉強の毎日を過ごしています。至らぬ事が多く

皆様には御迷惑をお掛けするかとは思いますが、お見捨てなきようよろしくお願いいたします。

◆転入者

柳川技師 久川所長 伊藤次長 前野主任前田チーフ



（勤務年数）

所長 久川　眞一郎

次長 （出納員・物品主任管理者） 伊藤　登

チーフ
（振興担当）

チーフ
（増産担当）

林業普及指導員
（経理員）

（兼）
主任（経理員）

（兼）
主幹（経理員）

平成30年４月１日現在

中央東林業事務所嶺北林業振興事務所事務分担表
（現所属勤務年数）

0.0

0.0

事務分担 職名 氏名 (現所属勤務年数)

１　振興業務全般に関すること

２　産業振興計画に関すること
３　林業普及指導に関すること

４　木材増産の推進に関すること

５　担当者の人材育成に関すること

中川　由貴男 2.0

１　林業普及指導に関すること

２　森林計画に関すること

　　　（森林認証制度を含む）

３　森林組合に関すること

４　林業労働力（担い手・安全衛生等）に関すること
５　小規模林業の推進に関すること

６　嶺北地域農林業振興連絡協議会に関すること

主　任 前野　隆彦 0.0

１　林業普及指導に関すること

２　木材の生産・流通・加工に関すること

３　木材の販売対策、県産材の需要拡大に関すること

４　木質資源の利用推進に関すること
５　特用林産の振興に関すること

６　地域林業総合支援事業に関すること

７　林業金融に関すること

主　任 政岡　尚志 3.0

休職中 林業普及指導員 公文　礼子 3.0

１　保安林業務、林地開発に関すること

２　県民参加の森づくり推進事業に関すること
３　協働の森づくり事業に関すること

４　森と緑の会に関すること

技　師 柳川　真範 0.0

１　木材増産業務全般に関すること

２　産業振興計画に関すること

３　林業普及指導に関すること
４　林道整備促進協議会に関すること

５　担当者の人材育成に関すること

前田　悟 0.0

１　林業普及指導に関すること
２　木材安定供給推進事業に関すること

３　緊急間伐総合支援事業に関すること

４　緑化種苗・林木育種事業に関すること

５　森林病虫獣害の防除に関すること

６　森林災害・林野火災対策に関すること

林業普及指導員 川島　幹雄 3.0

１　林業普及指導に関すること

２　森の工場づくりに関すること

３　森の工場活性化対策事業に関すること

　　　（林内路網アップグレード事業を含む）

４　原木増産推進事業に関すること
　　　（高性能林業機械等整備事業を含む）

５　情報発信・ホームページに関すること

６　経理及び庶務の手続きに関すること

柳原　健司 1.0

１　造林事業に関すること
２　造林事業の検査に関すること

３　みどりの環境整備支援事業に関すること

４　森林資源再生支援事業に関すること

５　香川用水水源の森保全事業に関すること

６　集約化の推進に関すること
７　特定間伐等推進計画に関すること

技　師 前川　花野 1.0

総
務
担
当

１　職員の福利厚生事務に関すること
２　県有財産の管理事務に関すること

３　証拠書類の編纂に関すること

４　郵便切手の受払事務に関すること

５　文書の収発事務に関すること

６　物品の出納事務に関すること
７　給与・諸手当の支給事務に関すること

８　歳入、歳出及び決算事務に関すること

森岡　孝子 0.0

窪田　裕子 1.0

振
興
担
当

増
産
担
当

◆平成30年度の事務分担表



    ■造林事業(国庫事業)　下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈、森林作業道等　　

区分 作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件等 補助率

除伐
 ～25年生

（除伐）
不用木の除去、不良木の淘汰

  0.1ha以上／施行地
規定無

保育間伐

 A：～35年生
（保育間伐A）

B：林齢制限なし

（保育間伐B）

A：不用木の除去、不良木の淘汰

B：伐採木の平均胸高直径が18ｃｍ未満の不
用木の除去、不良木の淘汰

  0.1ha以上／施行地

搬出間伐

 　　～60年生
※森林経営計画に基づく場
合は標準伐期齢の２倍以下

の林齢

　 不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積

更新伐
 ～90年生

　 不用木の除去、不良木の淘汰、支障木やあ
ばれ木等の伐倒、搬出集積

環境林
整備事

業
間　伐

 Ｃ：～60年生
（保育間伐C）

　 不用木の除去、不良木の淘汰 　0.1ha以上／施行地

　下記の①、②のいずれかに該当していること。

①県・市町村（ただし、事業主体が自ら所有する森林以外で森林所
有者と締結した場合、又は寄付や分収契約解除等により公有林化

した森林で実施した場合に限る。）
②森林整備法人、森林組合、森林法施行令第11条に定める特定非

営利活動法人等（ただし、事業主体が自ら所有する森林で実施す

ることを除くこととし、地方公共団体及び森林所有者と協定を締結し
た場合に限る。）

保安林又は市町村森林整備計画に規定する公益的機能が高い森

林（72%）

その他（36%）

    ■木材安定供給推進事業(国庫事業)　下表以外の作業種…路網整備

対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件等 補助率

～60年生
不良木の除去、不良木の淘汰、支障木やあば

れ木等、の伐倒造材、集材、搬出集積、積込

0.1ｈａ以上／施行地
30%

①県が作成する体質強化計画に明記された「原木供給計画参画事

業実施主体」のうち、市町村、森林所有者、森林組合等、森林法施

行令第11条に定める特定非営利活動法人等、森林経営計画認定
者等、特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた者並びに

知事が認める者

②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成されている場合は、
翌年度末までに本事業での施行箇所を経営計画対象森林とするこ

と。

定額
350千円/ha+間接費以内

    ■みどりの環境整備支援交付金(県事業)…造林事業への嵩上げ（造林事業と合計で概ね90%相当）

対象林齢 補助率

11～25年生 定額　35,000円/ha

11～35年生 定額　35,000円/ha

11～45年生 定額　30,000円/ha

11～45年生 定額　23,000円/ha

    ■緊急間伐総合支援事業(県事業)　下表以外に…路網整備（500～1,500円/ｍ）など　

対象林齢 事業名 事業規模 間伐率 補助要件等 補助率

11～60年生 公益林保全整備事業（保育間伐） 0.1ｈａ以上／施行地 30%
   保安林又は市町村森林整備計画に規定する公益的機能が高い

森林で集約化が困難な森林

定額
80,000円/ha

30%
定額

183,000円/ha

20%
定額

122,000円/ha

    ■森林資源再生支援事業(県事業)…造林事業への嵩上げ（造林事業と合計で概ね90%相当）

高知県　林業振興・環境部木材増産推進課（間伐担当）　０８８－８２１－４６０２

安芸林業事務所　　 ０８８７－３４－１１８１ 中央東林業事務所　０８８７－５３－０６５５

中央西林業事務所　０８８－８９３－３６１２ 須崎林業事務所　　 ０８８９－４２－２３７１ 幡多林業事務所   　   ０８８０－３５－５９７７ 

※もしくは、お近くの市町村、森林組合までお問い合わせください。

作業種

間伐材生産

作業種 事業内容 補助要件等

除伐 除伐：不用木の除去（森林環境保全直接支援事業）

保育間伐A：不用木の除去、不良木の淘汰（森林環境保全直接支援事業）

保育間伐Ｂ：伐採木の平均胸高直径が18cm未満の不用木の除去、不良木の淘汰

（森林環境保全直接支援事業）

保育間伐C：不用木の除去、不良木の淘汰（環境林整備事業）

作業種

※20%の間伐は、高知県小規模林業推進協議会の会員に限ります。

作業種 補助要件等 補助率

再造林

シカ被害防護施設

下刈り（隔年）

注意！：
上記の事業を実施した場合には転用制限期間（５年又は１０年）がありますので、山林を開発、転売、皆伐などを
計画する場合は、必ず下記のお問い合わせ先へ連絡してください。

- お問い合わせ先 -

嶺北林業振興事務所　０８８７－８２－０１６２

1.施業を集約化し、間伐等を行う場合の補助事業

森林環
境保全
直接支
援事業

　下記の①、②のいずれかに該当していること。

①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた

者。

※保育間伐を実施する場合は、施業実施前に「事前計画

　　書」の提出に努めること。

68%

30%

  0.1ｈａ以上／施行地

 ①森林経営計画に基づく場合
　 森林経営計画ごとに間伐・更新伐

の施行地面積の合計が5ha以上で平
均搬出材積が10m3以上

 ②特定間伐等促進計画に基づく場合

　 集約化実施計画ごとに間伐・更新
伐のそれぞれにおいて施行地面積の

合計が5ha以上で平均搬出材積が

10m3/ｈａ以上

　下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた者。

②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた

者、かつ集約化実施計画の対象森林。

※間伐・更新伐を実施する場合は、施業実施前に「事前

　計画書」を提出すること。　（森林作業道の計画を含む）

造林事業で採択された除伐及び保育間伐（A・B・C）とする。
保育間伐

2.自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業（自伐林家等を含む。）

間　伐

31～60年生 森林整備支援事業（搬出間伐） 0.1ｈａ以上／施行地    国庫補助事業の対象とならない森林

3.再造林及び被害防護施設等に対する支援制度

   造林補助事業で採択された人工造林及び附帯施設等整備（鳥獣害防止施設等整備）、下刈り

（隔年）とする。
   ただし、シカ被害防護施設については、再造林と一体的に実施するものとする。

　22%以内（造林補助率68%の場合は、合わせて90%となる。）

みどりの環境整備支援交付金と公益林保全整備

事業には、みなさまからお預かりした森林環境税

が活用されています。

◆平成30年度間伐事業等の支援制度について



高知県木材普及推進協会が毎年開催している皆伐跡地の更新を図るため、再造林の推進に寄与する取

組を行った個人、団体を表彰する「高知県造林推進コンクール」において大豊町西峯地区活性化推進委

員会のコンテナ苗生産の取組が評価され優秀賞を受賞しました。

西峯地区活性化推進委員会の取組について

西峯地区活性化推進委員会は平成２６年度に大豊町西峯地区の活性化を図ることを目的として設立さ

れ、スギやヒノキのコンテナ苗生産を行ってきました。

平成２７年度の苗木生産開始時には2,000本のコンテナ苗を生産し、平成２８年度にはビニールハウス

や育苗棚を設置し、年間20,000本の生産体制を整え、平成２９年度には大豊町内に12,000本のコンテナ

苗を出荷しました。

平成３０年度にはビニールハウスをもう１棟増設し、年間40,000本の生産体制を整備する計画であり、

大豊町や嶺北地域のより多くの皆伐地に苗木を供給することが期待されています。

西峯地区のコンテナ苗 表彰式の様子

嶺北管内では、林野火災が平成30年3月から5月にかけて複数件発生しています。県下でも3月以降各地
で山林及びその周辺部での火災が発生しており、関係機関等に対し、林野火災の警戒強化について通知

させて頂いているところであります。

林野火災は約7割が１～5月に集中しています。冬場からの下草の枯れや落葉等燃えやすいものが林内
に蓄積されるとともに、季節風が強く、乾燥状態が続くことが原因となっています。また3月～5月は山
菜採りやゴールデンウィーク等の行楽期で入山者が増え、火の取り扱いが増えることなども原因として

あげられます。

発生件数が多い3月～5月のピーク期間はまもなく終わりますが、6月以降においても山林及び林縁周辺
部での火の取り扱いに対し、引き続き注意をお願いします。

林野火災が発生すると、一瞬にして広大な面積の森林を焼失してしまう事もありますので、地域全体

で林野火災予防に努めていきましょう。

１ 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと。

２ たき火など火気の使用中は、その場を離れず、使用後は完全に消火すること。

３ 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。

４ 火入れをするときは、市町村長の許可を必ず受けること。

５ たばこは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てないこと。

６ 火遊びしない。

◆西峯地区活性化推進委員会「高知県造林推進コンクール」で優秀賞を受賞！

◆林野火災予防のお願いについて

林野火災予防の注意事項



保安林に指定されると、その機能が失われないよう、立木の伐採や土地の形質の変更等の際、必

要最小限の制限を受けます。定められている制限の範囲内であっても、あらかじめ県林業事務所に

許可等を受ける必要がありますので、保安林内で施業を計画されている森林所有者、事業体の皆様

は、必ず下記にご注意をお願いします。

保安林内で皆伐を行う場合

保安林内で立木伐採（皆伐）をする際には、事前に許可を受ける必要があります。

年４回の皆伐限度面積公表日の翌日からそれぞれ30日以内に申請書のご提出をお願いします。
次回の申請受付期間は平成３０年６月２日～７月１日です。

【保安林内皆伐申請スケジュール】

保安林内で間伐を行う場合

保安林内で間伐を行う際には、伐採を開始する90日～20日前までに保安林内間伐届のご提出を
お願いします。（除伐については届出書の提出は必要ありません）

保安林内で土地の形質変更（作業道の開設）等を行う場合

保安林内で立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉又は落枝の採取、土石又は樹根の

採掘、開墾、その他の土地の形質を変更する行為を行う際には、作業開始前までに保安林内作業許

可申請書のご提出をお願いします。

なお、作業時に支障木の伐採を伴う場合は、伐採を開始する14日前までに立木伐採届出書を併せ

てご提出ください。（例：作業道の開設等）

※一度許可を受けたものであっても、作業道の継続使用等、許可期間を超えても植栽等の原状復帰

を行わない場合は許可期間終了日の10日前までに、再度作業許可申請書の提出が必要になります
のでご注意ください。

保安林に関するよくある質問

○保安林内であっても一部の軽微な作業については許可等を受ける必要がありません。

例：造林又は保育の為にする地ごしらえ、下刈り、除伐、つる打ち、枝打ち、

倒木又は枯死木の損傷、コウゾやミツマタの採取

○保安林指定の有無が不明な場合は、該当地番がわかれば、林業事務所で確認ができます。

登記上の地目が「山林」であっても保安林指定されている場合があるので、注意してください。

○保安林の指定はその土地に対して行われるものなので、売買や相続によって土地所有者が変更

された場合も保安林指定は引き続き有効です。また、保安林指定後に分筆や合筆などによって

地番が変更された場合も、変更前の地番で指定された範囲について保安林指定は有効です。

その他、保安林についてご不明な点がございましたら、嶺北林業振興事務所までご相談ください。

（保安林担当 柳川）

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

平成３０年　1回目 2月1日 申請

次回　　　　2回目 6月1日 申請

　　　　　　　3回目 9月1日 申請

　　　　　　　4回目 12月1日 申請

H３０ H３１
公表日

伐採許可期間

伐採許可期間

伐採許可期間

伐採許可期間

◆保安林の皆伐許可申請期間等のお知らせ◆保安林の皆伐許可申請期間等のお知らせ
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※１ 柱・・・末口径14～16cm(H26年1月以降は15～16cm)

中目・・・末口径18～22（28）cm(H26年1月以降は18～22cm、24～28cmの平均)

※２ このグラフは、嶺北地域の市場価格を参考としたもので、市場の価格そのものを表したものではありません。

詳しい価格は各市場へお問い合わせ下さい。

木材市況

シキビ・サカキ市況


