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嶺北林業振興事務所では、令和３年４月１日付けの人事異動で「２名」が転出、「１名」

が退職し、「３名」が転入いたしました。事務所の担当が入れ替わり皆様にご迷惑をかけ

ることもあるかと思いますが、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。  

 

 

 

 

 

 

◆令和３年度 定期人事異動に伴う転出者・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 



 

 

 

 伊藤 登 （所長） → （退職） 

令和３年3月末をもって定年退職となり、県庁生活の終わりを迎えることができました。  

振り返れば長いようで短かった36年半だったと思います。嶺北地域には縁があって、入庁2年目の大豊

林業指導出張所への赴任を皮切りに、森林土木業務では本山町・土佐町担当、嶺北林業振興事務所勤務2

回と通算14年間も嶺北地域に関わることができたうえ、最後の勤務地がここ嶺北ということで感慨深い

ものがあります。  

私自身地域貢献は十分できませんでしたが、町村役場、森林組合、林業事業体の方々には大変お世話

になり私の成長を長い間助けていただきましたこと、この場をお借りしてお礼申し上げます。  

皆様のこれからのご活躍とご健勝を祈念しております。ありがとうございました。  

 

 

  前田 悟（増産担当チーフ） → （安芸林業事務所振興課長）  

 

このたびの人事異動により、安芸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着任しました。  

３年間増産担当業務に従事し、関係者の皆様にはご迷惑をおかけし、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。  

 

 

柳川 真範（増産担当林業普及指導員） → （森林技術センター林業普及指導員）  

 

この度、４月１日付けの人事異動により森林技術センターに異動することとなりました。入庁したば

かりの平成３０年度から３年間、右も左も分からない中、嶺北地域の多くの方々に助けていただきなが

ら、幅広い業務に携わることができました。 

嶺北地域で勉強させていただいたことで貴重な経験を得、地域の方々と知り合うことができ、素晴ら

しい時間を過ごさせていただきました。 

 今後も、業務は変わりますが、森林技術センターの一員として嶺北地域にお邪魔することもあるかと

思いますので、これまで同様によろしくお願いいたします。 

 

 

 

三好
み よ し

 一樹
か ず き

（嶺北林業振興事務所次長） → 所長  

 

今回の人事異動により、次長から所長となりました三好です。県職員とし

て最初の職場が大豊林業指導出張所であった者としては、嶺北の所長という

重責を痛感しているところです。  

小職が大豊へ赴任した平成3年当時の嶺北林業は、山下恒盛さんが嶺北地

域国産材産業振興協議会事務局長として地域を引っ張り、北村彪さんが県を

定年退職されて株式会社とされいほくを率いて第3セクターによる木材生産

を開始、山本森林株式会社さんが天皇杯を受賞、土佐産商さんの空飛ぶ大工

などなど、まさに全国から注目を集める林業先進地でした。そのような恵ま

れた嶺北で、森林所有者の皆さん、田岡秀昭さんや素材生産・市場・製材工    

         場の皆さん、各林業研究会の皆さん、各役場や森林組合の皆さんなど、本当

に多くの方に可愛がっていただきながら、大豊町森林組合さんはじめ皆さん

◆昇級者 １名  ◆転入者 ３名 

◆転出者 ２名  ◆退職者 １名 



 

 

には御迷惑をお掛けしてばかりだったことを思い出すと、今でも冷や汗が流

れてきます。  

あれから30年あまり、林業を取り巻く環境は大きく変わりましたが、初代 

所長の半田州甫さんから連綿と続く嶺北林業を支えてきた先輩方に恥じない

よう、小職も微力ながら頑張ってまいります。そして、事務所職員一同で一

丸となって嶺北地域の林業振興に向けて努力してまいりますので、皆さま御

指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

  岩原
いわはら

 孝之
たかゆき

（幡多林業事務所次長） → 次長 
 

このたびの人事異動により、嶺北林業振興事務所の次長として勤務することと

なりました岩原です。昨年度までの２年間は幡多林業事務所次長として、主に治

山林道工事の入札や出納員として総務事務に携わっていました。  

嶺北林業振興事務所勤務は２度目になりますが、前回勤務していた平成11年度

から14年度までの４年間は、地域の方々にも良くしてもらっていたことや、他県

との交流を重視していたことで、吉野川の水を利用している香川県の住民の方々

や建築士の方々へ、嶺北材を使った家を建ててもらうため、山の現状を伝えると

ともに嶺北材の良さのPRや利用のお願いを行うなど、一担当者として業務に携わ

っていたことを懐かしく思い出します。  

今回は次長という職であり事務所内での業務が多くなるとは思いますが、でき

るだけ現場に出向きお声を聞かせてもらい、嶺北地域の皆様のお役に立てるよう

頑張りますのでよろしくお願いいたします。  

 

  東
ひがし

 英史
ひでふみ

（中央東林業事務所主幹） → チーフ（増産担当）  

 

 

 中央東林業事務所からこの春、異動してきました東です。  

 嶺北への異動は今回を含め３回目となり、私のことを知っている方もいらっし

ゃるかと思いますが、改めてご挨拶いたします。  

 ９年前までは、主に振興業務を担当していましたが、嶺北を離れてからは慣れ

ない本庁勤務や何十年ぶりかの森林土木業務を経て帰ってきました。  

今回は主に原木増産に向けた取り組みを担当するチーフとして赴任しました

が、まだ業務の内容を把握できておらず、大変皆様にはご迷惑をお掛けすると思

いますが、何卒よろしくお願いします。  

 

  山本
やまもと

 象
しょう

平
へい

（森づくり推進課技師） → 振興担当技師 
 

 

このたび、定期異動により森づくり推進課から赴任して来ました山本と申

します。  

緊急間伐や原木増産の事業を担当させていただいております。  

嶺北林業振興事務所の勤務は初めてであり、不慣れな点も多いですが、精

一杯がんばろうと思います。よろしくお願いいたします。  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 高知県では、県産材を利用した公共的空間整備や屋外景観施設整備を実施する団体や  

県内の学校関連施設の整備等を行う市町村等を対象に「高知県木の香るまちづくり推進事  

業」を実施しています。この事業には高知県の森林環境税が使われています！ 

 令和2年度には、嶺北管内で３件の事業が行われましたのでご紹介させていただきます！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  の香るまち ～嶺 北～ 

このたび道の駅土佐さめうらの東側にあ

るBBQテラスが増設されました。使われ

ている木材はもちろん全て嶺北産材！ま

た、建物内の机や椅子にも木材が使われ

ており、森の中にいるような素敵な空間

でした。 

晴れの日はもちろん、雨の日でもバーベ

キューを楽しむことができますので、ぜひ

訪れてみてください！ 

※建物部分のみ本事業で導入しています。 

 

 

 

県産材の机と椅子～土佐町小学校・本山小学校・吉野小学校～ 

 

 

 

BBQテラス 

～土佐さめうら観光協会～ 

  

吉野小学校 

土佐町小学校 本山小学校  

 

土佐町と本山町の小学校では、新入生用の机

と椅子が導入されました。学年が上がってもず

っと同じ机を使い続けるため、成長に合わせて

高さが調節できる仕組みになっています。よく

見ると、一つ一つ色合いや木目の形が違ってい

て、木材ならではの優しいあたたかみのあるデ

ザインとなっています。 

新入生の皆さんご入学おめでとうございます！ 

 

 



 

 

（現所属勤務年数）

所長 三好　一樹 (1.0)

次長 （出納員・物品主任管理者） 岩原　孝之 (0.0)

勤務年数

(現所属勤務年数)

チーフ 27.8
（振興担当） (2.0)

30.0
(1.0)

4.0
(2.0)

0.11
(0.11)

チーフ 31.0
（増産担当） (0.0)

林業普及指導員 12.0
（経理員） (2.0)

2.0
(0.0)

1.0
(1.0)

（兼） 25.0
主任（経理員） (1.0)

（兼） 2.0
主事（経理員） (0.0)

１　造林事業に関すること（主）
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 中村　知道

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

前田　和香

小松　真鈴

会計年度任用職員 上江　晴美

増
産
担
当

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

東　英史

１　林業普及指導に関すること
２　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）

３　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）

４　木材安定供給推進事業に関すること
５　意欲と能力のある事業体の登録に関すること
６　増産・再造林推進協議会に関すること

７　情報発信・ホームページに関すること
８　経理及び庶務の手続きに関すること
９　造林事業に関すること（副）

10　森の工場づくりに関すること（副）

武市　紘和

１　緊急間伐総合支援事業に関すること

２　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除く）
３　森の工場づくりに関すること（主）

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

技　師 山本　象平

振
興
担
当

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　森林経営管理制度に関すること

６　担当者の人材育成に関すること

河野　高士

１　林業普及指導に関すること

２　森林計画に関すること
３　森林経営管理制度に関すること
４　地域林業総合支援事業に関すること

５　森林組合に関すること
６　木材の生産・流通・加工に関すること
７　木材の販売対策、県産材の需要拡大に関すること

８　木質資源の利用推進に関すること
９　特用林産の振興に関すること（主）
10　林業金融に関すること

11　嶺北地域農林業振興連絡協議会に関すること
12　林業図書に関すること

林業普及指導員 宮﨑　信一

１　保安林業務、林地開発に関すること
２　林業労働力（担い手・安全衛生等）に関すること
３　小規模林業の推進に関すること

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

６　森と緑の会に関すること
７　特用林産の振興に関すること（副）

主　査 森田　早紀

１　森林経営管理制度・森林環境譲与税に関すること

令和 3  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
（勤務年数）

30.0

31.0

事務分担 職名 氏名

 

◆令和３年度の事務分担表  



 

 

 

 

 

 

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令和３年６月１日～６月３０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。  

 

保安林豆知識 

 ○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。 

   

 ●許可申請（届出）の際には林相の分かる写真を２、３枚提出していただくようお願いします。  

  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 森田）  

◆保安林の皆伐許可申請期間等のお知らせ 



 

 

 

 

※１ 柱・・・末口径15～16cm、中目・・・末口径18～22、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。 

 

 

 

 

 

  大豊木材共販所から下記のお願いがありましたので、引き続き協力をお願いいたします。  

 

  出材量が少ない状況が続いており、原木不足からスギ・ヒノキ共に引合いが強くなっているので、  

スギ・ヒノキ共に直～曲材は3mを主体とした造材をお願いします。 

（大径木・大曲に関しては4m造材が有利。ヒノキは6m材も、引き続き適寸（18～22cm）での造材を 

 お願いします。） 

 

  2m材は大曲の出材は極力控えてください。 

 

  余尺の短いもの、長すぎるものが見受けられますので、出荷材については6～10cm程度の余尺を 

をつけての造材をお願いします。 

 

木材市況 

◆共販所からのお願い（第24回市況便りより） 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 転入者挨拶（おまけ） 

 

  ジムニィ
じ む に ぃ

 （新採） 

 

 昨年度の3月に新規採用となりました。 

 前任の白バンよりも走破性が高く現場への移動が楽になると事務所内で大

変喜ばれております。 

 作業道の走行は初めてですが安全走行に努めたいと思いますので、応援

していただけると嬉しいです。  

これからよろしくお願いいたします。  

 

シキビ・サカキ市況 

R2 R2 

R3 R3 


