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大分県
森林づくり

マスコットキャラクター　

しゅみは森の中で遊ぶこと、好きな食べ物はしいたけ、
将来の夢は、みんなが森を大切にする心を持つこと
です。一緒におおいたの森林について学びましょう♪

もりりん
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1. 大分県の森林

大分県の森林率

大分県の森林面積

人工林と天然林
　大分県の森林のうち、およそ半分が人の手によっ
て育てられた「人工林」です。人工林にはスギ、ヒノ
キなどを中心に、クヌギなどが植えられています。
　このクヌギを使ったしいたけ栽培が盛んで、乾しい
たけの生産量は全国１位となっています。

　森林の面積は、農用地と宅地、その他の土地を合
わせた広さの２倍以上を占めています。

　大分県の森林面積のうち、人工林は約 51％、天
然林が 40％、その他（竹林や無立木地）が 9% となっ
ています。また、人工林の面積の 94％は、主に住宅
の材料に使われるスギ、ヒノキ等の針葉樹です。

　大分県は、県土の71％が森林です。全国平均の66％よりも高く、森林面積に占
し

める人工林（人が植え
育てた森林）の割合は51％で、そのほとんどがスギ・ヒノキなどの針葉樹です。特にスギの素材生産量は
全国３位、乾しいたけ生産量１位、マダケ生産量１位など、他県と比較して林業が盛んな県だということが
できます（Ｒ2年度版大分県林業統計）。

※1haは、タテ ×ヨコが100m×100mの面積を表しています。

針葉樹

広葉樹

　針状、もしくは鱗状の葉を持っている樹木で、一年中緑の葉をつけ
ている常緑樹がほとんどです。幹がまっすぐな針葉樹の木材は、住宅の
柱などの材料に用いられています。

　幅が広く平たい葉を持っている樹木で、クヌギやケヤキなど冬に葉を
落とす落葉樹と、クスノキなどの常緑樹があります。木目が美しい広葉
樹は家具などに多く使われています。

例：スギ、ヒノキ、マツなど

例：クスノキ、クヌギ、ケヤキ、サクラ、カシ類など

スギの葉

クスノキの葉

ヒノキの葉

クヌギの葉

スギ板の木目

ケヤキ板の木目

【出典】データは全て、R2年度版大分県林業統計より

大分県の約 71% は森林

面積は約45 万ha

全国から見た大分県の森林・林業
全国 大分県 全国順位

森林率（％） 66 71 18
林業算出額（億円） 4,549 196 5
スギ素材生産量（万㎥） 1,166 82 3
ヒノキ素材生産量（万㎥） 272 18 5
乾しいたけ生産量（t） 2,302 916 1
マダケ生産量（千束） 75 31 1

針葉樹と広葉樹の違い 

森林面積
７１％

農地用
9％

その他
17％宅地

3％

総面積
634,070ha

人工林(針葉樹 )
48％

天然林( 広葉樹 )
38％

総面積
448,122ha

その他
9％

天然林(針葉樹)
2％

人工林( 広葉樹 )
3％

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

大分県の森林 ･ 林業
について

https://youtu.be/cSfjT81jY1Q
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　樹木は、光合成によって地球温暖化の原因の一つで
ある大気中の二酸化炭素を吸収し、炭素を貯蔵します。
　木材は再生可能な資源であるため、伐採した木材
を住宅や家具として利用

（貯蔵）し、再び植栽す
ることが、地球温暖化防
止に大きく貢

こ う け ん

献すること
になります。

2. 森林の働き

私たちの暮らしを守り、支える森林

　森林は、私たちの暮らしに必要な林産物を供給するとともに、私たちの暮らしが安全で快適なものにな
るよう、目に見えないところで守り支えてくれています。地球温暖化や土砂災害を防止したり、生物多様
性を保全するなど、公益的な機能を持っています。 

①地球環境の保全

③土砂災害等の防止

②洪⽔緩和と⽔質浄化

④生物多様性の保全
　森林は、表土が下草、低木等
の植生や落葉落枝によりおおわ
れていて、雨水等による土壌の
浸食や流出を防いでいます。
　また、地中に張りめぐらされ
た樹木の根は土砂や岩石等を固
定して、土砂の崩壊を防いでい
ます。 

　森林は「緑のダム」と言われるように、土壌がスポ
ンジのように雨水を吸収して一時的に蓄え、徐々に河
川へ送り出すことにより、川の水量を安定させます。
　また、地下に
しみこんだ水は
森 林 の 土 壌 に
よって浄化され
ます。

　森林は植物や動物など多くの生き物のすみかとなっ
ています。遺伝子や生物種、生態系を保全する機能を
持ち、多くの鳥類、昆虫類をはじめとする野生動植物
の生息・生育の
場となっていま
す。

アズマイチゲ

男
おいけゆうすいぐん

池湧水群（由布市）

ブッポウソウ

慈
じ お ん

恩の滝
たき

（玖珠町）

1. 地球環境の保全

2. 洪水緩和と水質浄化

6. 快適な生活環境の形成

5. レクリエーションや体験学習の場

７. 林産物の生産

3. 土砂災害の防止

4. 生物多様性の保全

光合成
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2. 森林の働き

私たちの暮らしを守り、支える森林

⑦林産物の生産
●木材の供給
　森林から生産される木材は、木造施
設や住宅の建築材料の他に、家具や下
駄、食器の材料など様々な用途に活用
され、私たちの豊かな生活を支えてい
ます。 

●きのこ、たけのこなどの供給
　森林は木材だけでなく、しいたけやたけのこ、山菜
などの様々な林産物を供給してくれます。
　特に大分県は乾しいたけ生産日本一。クヌギの原木
に菌を植え付けて栽培する「原

げ ん

木
ぼ く

栽
さ い

培
ば い

」が盛んです。
　また、味や歯ごたえなどの特徴で品種を選べる大分
県産乾しいたけブランド「うまみだけ」を展開してい
ます。

大分県産乾しいたけブランドうまみだけ公式サイト 

https://oita-umamidake.jp

⑤レクリエーションや体験学習の場 ⑥快適な生活環境の形成
　森林は、森林浴、キャンプ、山登り、自然観察会
など休養、レクリエーション、環境教育の場を提供
しています。近年では、森林浴が人にもたらす生理
的効果について研究が進められており、リラックス
効果をもたらすことや、人の免疫機能が活性化する
ことが科学的に解明されています。

　森林は、蒸散作用により気温の急激な変化を和ら
げる機能があります。また、樹木の葉による汚染物質
の吸着など、生活環境を快適にする効果があります。
　海岸に沿っ
て植えられた
マツなどの海
岸林は、海か
らの強風や飛
砂を防いでく
れます。

森のキャンプ場

木造住宅木材生産 家具への利用

自然観察会 海風や飛砂を防ぐ海岸林（国東市） 

木製コップやストロースギ下
げ

駄
た

https://oita-umamidake.jp
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人工林の育成

　大分県にはシカがたくさん生息しており、苗木を食べた
り、樹木の皮をはぐ被害が問題となっています。苗をシカ
から守るため柵の設置や捕獲、ジビエとして利用するなど
の対策がとられています。

　大分県では、木材として利用できる大きさになった 46 年
以上の人工林が約 60% あり、全国に先がけて主伐が進んで
います。人工林資源を循

じゅんかんりよう

環利用するために、伐った後は確実
に再造林を行い、健全な森林を育成することが大切です。

【出典】R２年度版大分県林業統計より

大分県のスギ・ヒノキ人工林の樹
じゅれい

齢別面積

樹木の剥
はく

皮
ひ

被害

大分県の人工林の現状 シカによる森林被害

クヌギの新芽の食害

　植栽後、20～30
年たって混み合った状
態になった木を間引く作
業です。間伐をすること
で、木は大きく太く育ち、
地表に植物も育って健全
な森林になります。

　苗木が大きくなるよ
う、周りの雑草を切る作
業です。雑草が生い茂る
夏場に行うため大変な
仕事です。

間伐とは…

下刈りとは…

3. 森林の育成
動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

　私たちの暮らしを守り、支えてくれる森林は、世代を超えて育てられてきたものです。
林業は森林を育成し、木材を生産する仕事ですが、林業を通じて健全な森林を育てることで、森林の持つ
様々な働きを発揮させることができます。
　大分の豊かな森林を将来の世代に引き継いでいくために、林業の仕事があります。

苗木づくり
～ 2 年

林業のサイクル
植栽除・間伐

 10 ～ 40年

主伐
 40年～

下刈り
 2 ～ 10年

 　スギ・ヒノキなどの人工林は、苗木を一本一本植える作業から始まり、収穫できるまで何十年もの長い歳月がかかります。
「植える→育てる→収穫する→利用する→植える」という林業のサイクルを繰り返すことで、再生可能な資源として循

じゅんかん

環利
り

用
よう

することができます。

林業の仕事について

https://www.youtube.com/watch?v=LuwUMi674uU
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4. 大分の森林・林業を支える技術

　林業は、植栽や下刈りなど山の斜面で行う作業が多く、昔は人力が頼りであったため、とても大変でした。
　今では、林業機械の導入が進み、木を伐ったり運び出したりする作業を、昔より速く安全に行うことが
できるようになりました。高性能な機械の導入が進んだことで、効率よく木材を生産でき、林業で働く人
の労働負荷が軽

けいげん

減されたことで、林業で働く若い人が増え始めています。

　近年、レーザ技術を活用した測量機器等の開
発が進んでおり、林業分野への導入も進んでい
ます。３Ｄレーザスキャナによる調査では、森
林内の立

たち

木
き

や地形の情報を 360 度立体的に読
み取り、木材の収穫できる量をより正確に把

は あ く

握
することが可能となりました。

　航空レーザ測量によって得られた詳細なデー
タから、より正確な図面ができ、森林内の道を
計画することに役立つほか、防災の分野でも活
用することが期待されています。
※航空レーザ測量とは：航空機から地上にレーザ光をあて、
広い範囲で精度の高い地表の三次元地形データや森林資源
を計測する方法。

　下刈りのできる装置を大型機
械に装着することで、夏場の重
労働である下刈り作業を省力化
することができます。

　伐採や玉切り、集材など複数の作業を
行うことができる高性能林業機械を導入
し、作業工程の省力化を進めています。　

　傾斜の厳しい山林では、植栽のための苗木や鳥獣害防止柵の資材運搬が
重労働で、林業者の負担となっています。そのため、林業用の資材を運搬す
るドローン導入の取り組みが始まっています。

ハーベスタ

苗木の間の草を刈る機械

苗木を運搬するドローン

地形を立体的に表現樹種を判別

データ化された森林情報
林内を測量する

３Ｄレーザスキャナ

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

下刈機械 高性能林業機械

林業用運搬ドローン

3
スリーディー

Dレーザスキャナ

航空レーザ計測データの活用

https://youtu.be/NKt6pg66mJQ
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5. 森林とカーボンニュートラル

　森林の育成には長い年月を必要としますが、森林を適切に管理しながら「伐
き

ったら再び植えて育てる」
というサイクルを繰り返せば、木材は持続的に利用できる再生可能な資源です。
　住宅や木製品として使用された後も、リユースやリサイクルすることができ、最後は燃料などのエネルギー
源として利用することもできます。
　焼却時に排出される二酸化炭素は、樹木が成長する間に吸収したものなので、長い目でみると大気中の
二酸化炭素の量の変動は変わりません。このため、木材はカーボンニュートラルな資源と言えます。

　伐採された木材は、
市場に運ばれます。間
伐材も発電用の資源
として利用されます。

　住宅の建替えなどで不要に
なったものは解体し分別され、
長年使用した風合いを活かして
住宅や家具に再利用（リユース）
します。また、細かくくだいて
木材チップにし、再生ボードや
燃料として再利用（リサイクル）
します。

　伐採の現場や、製材所な
どで廃

は い き

棄される枝、葉、樹
皮などを燃やした熱で電気
をつくる「木質バイオマス発
電」が行われています。

　製材所で柱や板に加
工され、住宅や木製品
などの材料となります。

　住宅や家具として長期
間利用して二酸化炭素
を貯蔵。

紙の原料としても利用。

トピックス

木質バイオマス発電～木材利用の新たな動き～

　石油 ･石炭などと違い、木は植えればまた利用できる「再生
可能エネルギー」の1つです。
　大分県内には木質バイオマス発電を行う施設があり、株式会
社グリーン発電大分では、間伐などで伐採した、未利用材 ( 通
常使われない木 )を使って発電を行っています。

株式会社グリーン発電大分
（日田市）

森
も り や ま

山 和
か ず ひ ろ

浩さん

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

ゼロ・エミッション
（廃棄物ゼロ）

リユース

住宅・家具

解体材

焼却処分

太陽エネルギー

エネルギー

エネルギー
森林

原木（丸太）

木製チップ

紙
木材

リサイクル

カーボンニュートラルとは…
排出される二酸化炭素と、
吸収される二酸化炭素の量が同じであること。

バイオマス発電

https://youtu.be/pMUbLk0Qlqc
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木と炭素の関係

木材はエコな材料

　若い木が多い森林ほど、二酸化炭素をたくさん吸収し炭素として固定します。年をとった木が多
い森林では、固定する炭素の量が減っていきます。
　また、木を伐った後も、二酸化炭素は空気中に戻ることはなく、木材の中に炭素として貯蔵され
続けます。建築物や木製品として木材を利用することは、街の中に「第２の森林」をつくることにな
るのです。

　木造住宅は、鉄骨プレハブ住宅や鉄筋コンクリート住宅の約４倍の炭素を貯蔵しています。
　また、木材は、鉄やコンクリート等に比べて、柱や板に加工するときに必要なエネルギーが少な
いことから、木材を利用することは、製造や加工時の二酸化炭素の排出削

さくげん

減につながります。
　例えば、住宅の建設に用いられる材料について、その製造時の二酸化炭素排出量を比較すると、
木造住宅は、鉄骨プレハブ住宅や鉄筋コンクリート住宅よりも、二酸化炭素排出量が大幅に少ない
ことが知られています。

若い木が多い森林 年をとった木が多い森林

樹齢

住宅一戸当たりの炭素貯蔵量と材料製造時の二酸化炭素排出量

炭
素
量
の
変
化

森林のＣＯ2吸収量と排出量の推移（模式図）

【出典】大熊幹章 (2003) 地球環境保全と木材利用 . 一般社団法人全国林業改良普及協会 :54、岡崎泰男、大熊幹章 (1998) 木材工業 .Vol.53-No.4:161-163

森林は大気中から二酸化炭素
（炭素）を取り込みます。

木材となっても炭素は
閉じ込められたままです。

まちは第２の
森林になります。

【出典】平成 24 年度森林・林業白書（林野庁）

【出典】「炭素ストックＣＯ２放出の観点から見た木造住宅建設の評価」木材工業 53（４）1998

まちは第２の森林
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6. 木材の特性

　木材は軽くて強く、加工しやすいといった優れた特性があります。こうした特性をうまく生かし、昔から
住宅や家具など、様々なところに使われてきました。また、木の香りや肌触りの良さは、私たちをリラック
スさせてくれます。この木材の特性を理解し生活に取り入れることで、私たちの暮らしを豊かにすることが
できます。

木材の性質について、詳しく調べてみよう！

https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/handbook.html

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/con_2_2.html

科学的データによる木材 ・木造建築物の Q&A

木材は人にやさしい

( 農林水産省 )をもとに作成

①軽くて丈夫

③肌触りが良い

⑤衝撃を吸収する ⑥熱が伝わりにくい

⑦目にやさしい

⑨木の香りでリラックス

②加工しやすい

④適度な湿度に保つ

⑧音をまろやかにする

　木材はストロー状の細胞が集
まってできています。これは段
ボールなどと同じつくりで、少
ない材料で強度を強くすること
ができます。

　木材は熱が伝わりにくいので、金属のような冷たさがあ
りません。また適度に柔らかく、皮膚表面の水分を吸収
するのでさらっとした感触です。

　木材は、パイプ状の細胞が柔軟に変形してクッションの
ような役目をするので、例えば、大理石に比べて 2 ～ 3
倍の衝撃を吸収する能力があります。

　木材は、無数の細胞からなり、そのひとつひとつに熱を
伝えにくい空気を含んでいるため、コンクリートなどに比
べ高い断熱性をもっています。

　木材は、紫外線をよく吸収するため、木材から反射す
る光にはほとんど紫外線は含まれません。紫外線の反射
が少なければ、目に与える刺激も小さくなることから、木
材は目にやさしい材料であるといえます。

　スギの香りは、心も体もリラックスした状態を作ります。
スギ材の匂いがストレスを低下させたり、血圧が低下した
りする研究報告があります。

　木材は比較的柔らかいので、
切ったり削ったりといった加工
がしやすいのが特徴です。

　木材は、空気中の湿度が高いときには水分を吸収し、
湿度が低いときには水分を放出するという調

ちょう
湿
しつ

作用を
もっています。このため、木材を建物の内装などにたくさ
ん使うと、部屋の中の湿度の変動は小さくなります。

　木材は、音を適度に吸収してまろやかにし、心地よく感
じる範囲に調整してくれます。木材を使った部屋は「音が
いつまでも響かず適度に反射する」ので音が聞きやすいと
いわれています。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/handbook.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/con_2_2.html
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宇佐八幡宮（宇佐市）　【国宝】 【国宝】 富
ふ き じ

貴寺（豊後高田市）　

　全国に4万社あまりある八幡様の総本宮です。725年に
創建され、本殿は古い型式を残す八幡造の典型的なもの
として国宝に指定されています。広い境内にはイチイガシ
などの樹林が広がり、豊かな自然の中で散策を楽しめます。

　平安時代に宇佐神宮大宮司の氏寺として開かれた天
台宗の仏教寺院です。富貴寺大堂は、近畿地方以外に
所在する数少ない平安建築の一つです。阿弥陀堂は九
州最古の木造建築物として知られています。

7. 大分県内の木造建築物

OPAM 大分県立美術館（大分市）　

大分県立武道スポーツセンター（大分市）

大分県立芸術文化短期大学図書館・音楽ホール（大分市）　

　この施設の屋根は、木材を使った国内最大級の大スパン構造となっていま
す。集成材を使わず、大分県産のスギ製材品でつくられています。メイン競
技場のスパン（支柱と支柱の間の距離）は70mにもなります。

　世界的な建築家坂
ばん

茂
しげる

氏が設計した美術館。外壁や
天井にスギを使い、竹工芸をイメージしたようなデザ
インが目を引きます。

　大学の正門横に建つ図書館。木材で組まれた立体パ
ズルのような天井が、温もりと落ち着きを与えてくれる
空間です。

・H26.10 月竣工
・地域材利用量 283m3 （筋交、アトリウム天井、腰壁）
・2015JIA 日本建築大賞受賞（主催：日本建築家協会）

・H31.2 月竣工（音楽ホール棟）H30.7 月竣工（図書館）
・地域材利用量 246m3 （ひさし、天井）
・第 24 回木材活用コンクール最優秀賞受賞（主催：日本木材青壮年団体連合会）

・H31.4 月竣工
・地域材利用量 985m3（天井）
・第 23 回木材活用コンクール
・最優秀賞受賞（主催：日本木材青壮年団体連合会）
・第 62 回ＢＣＳ賞受賞（主催：日本建設業連合会）

　大分県内には歴史的な木造建築物が数多くあります。木材は加工しやすく、適切に管理すれば長持ちす
ることから、昔から住宅や社寺に使われてきました。近年では、新しい工法を取り入れることで、大型の
木造建築物も建てられるようになりました。

大型公共建築物

歴史的な伝統建造物
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8. 森林の循環利用と SDGｓとの関係

　みなさんがこれから先も、この地球で暮らし続けることができるように、世界のさまざまな問題について
考え、解決するために決めた目標がＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）です。
　森林は気候変動を緩

か ん わ

和したり、⽔を育
はぐく

むなど多面的な機能を発揮しつつ、木材など再生可能な資源を生
み出します。森林を守り育て、利用することは、様々なＳＤＧｓの目標達成につながります。

「森林 × ＳＤＧｓ」( 農林水産省 )　https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/genjo_kadai/SDGs_shinrin.html をもとに作成

※ＳＤＧｓは「Sustainable　Development　Goals」の略称で、１７の目標が決められています。国際連合（国連）が 2030年までの国際目標として定めました。 

①森林の持続可能な経営

③木材の生産・加工・流通

⑤きのこ・ジビエ等の利用

②森林空間の利用

④木材の利用

・森林は水をはぐくむ
・山地災害を防止する
・二酸化炭素をため込み、気候変動を緩和する
・豊かな森林が豊かな海をつくる
・法律を守って伐採し、利用し、また植える
　サイクルを続けていく。

・林業の機械化による作業効率化を進め、 
　女性でも働きやすい環境を整える。
・森林を守るため、法律で定めた方法で伐採や植栽が
　行われた木材を流通させる
・航空レーザやドローン等の情報通信技術で得たデータ
   を活用して、森林情報を管理する。

・森のめぐみである乾しいたけや、イノシシ・シカなど野生動物の肉を食べる。
・林産物を利用することで、農山村で暮らす人々の生活を支える。
・障がい者によるしいたけ生産など、「林福連携」(林業と福祉の連携)の取組みもある。　

・登山・キャンプやアスレチックといった
　レジャーや、健康づくりのための利用
・自然観察体験などの学びの場としての利用
・森林浴など企業の研修等で活用することによ
   り企業の労働環境の改善につながる

・木造住宅に住んだり木製品を使用することにより、
　炭素をためこむ
・住宅だけでなく、ビルなどの
　建築物にも木材を使用する
・他の材料に比べて製造や加
    工に要するエネルギーが少
    ない

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/genjo_kadai/SDGs_shinrin.html
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9. 森林・林業について深く学ぶ・参加する

森林・林業について深く学ぶ

森林づくりに参加する

研究する

日田林工高等学校林業科（日田市）　

大分県森林づくりボランティア支援センター（大分市）

大分県農林⽔産研究指導センター

おおいた林業アカデミー（由布市）

　林業について専門的に学ぶことができる高校です。
　林業の知識だけでなく、森林の中で様々な体験を
することで、自然の豊かさや守り育てることの大切さ
を学んでいます。
　卒業後は、学んだことを活かして森林や林業に関
わる仕事などで活躍しています。

　林業で働くことを目指す人が、約１年間、森林や林
業、木材について学ぶことができます。
　林業に必要な知識や、専門的な技術を学び、林業
機械などのさまざまな資格を取ることができます。
　卒業後は、林業の仕事に就いて活躍しています。

　県内には多くの森林ボランティア団体があり、里山林の整備や森林体験
活動を行っています。センターは森林ボランティア活動情報をホームページ
や情報誌で発信し、森林ボランティア参加者を募集しています。
また、身近な自然や森林について教えてくれる「森の先生」も派遣しています。
校庭の樹木や生き物の不思議を一緒に探してみませんか。

●林業研究部（日田市）

https://www.pref.oita.jp/soshiki/15088/

https://www.o-midori.jp/

https://forestry.oita.jp/

http://kou.oita-ed.jp/hitarinkou/

https://www.pref.oita.jp/soshiki/15089/

●きのこグループ（豊後大野市）

　スギやヒノキの効率的な育
成方法を検討したり、木材の
強度試験を行ったりして、新
技術の開発に向けた研究を
行っています。

　しいたけをはじめとするき
のこ類の栽培方法の改善と
新たな品種の開発、また生
産者の技術指導などきのこ
類の生産量増大に向けた取
組みを行っています。スギの採穂

ほ
量調査 しいたけの発生量を増やす研究

　大分県には、森林・林業について学ぶことができる学校があります。自然の中で働くことが好きな人や、
森づくりに興味がある人達が学んでいます。

林業機械の実演見学 伐採研修

チェーンソー研修

「生命の原点は森
も り
林。地球と人に優しい環境を目指し、

これからの時代はモノづくりから『森
も り
林づくり』へ。

共に森
も り
林・林業のメカニズムを解読してみよう！」

https://www.pref.oita.jp/soshiki/15088/
https://www.o-midori.jp/
https://forestry.oita.jp/
http://kou.oita-ed.jp/hitarinkou/
https://www.pref.oita.jp/soshiki/15089/
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10. 大分の森林・林業仕事図鑑

佐伯広域森林組合 小
お

野
の

 智
とも

子
こ

さん（佐伯市）

長
ちょう

 哲
てつ

也
や

さん・紗
さ

恵
え

子
こ

さん（日田市）

久大林産株式会社 高
たか

岡
おか

 雅
まさ

弥
や

さん（九重町）

株式会社九州木材市場 田
た

中
なか

 曻
しょう

吾
ご

さん（日田市）

　私は、杉の苗を生産しています。伐採したあとの山に、
新しい木を育てるための苗です。ここでつくるのは「コ
ンテナ苗」といって、土を入れたポリエチレン製の容器
に杉の穂

ほ

を挿
さ

してつくります。冬に苗の元となる穂の採
取、苗を成長させるための培

ばい

土
ど

づくり、穂の挿しつけを
おこない、1 年後の春に出荷するまでハウスのなかで大
切に育てています。根のない最初の状態から、病気を
しないようさまざまな努力をして、決められた規格（約
35cm程度） の大きさまで無事に育った時はとてもやりが
いを感じます。

　私は、山を守ることは未来のためにとても大切だと感
じ、父から山を受け継ぐことを決意しました。管理して
いるのはおよそ300年前から先祖代々受け継いできた山
で、間伐した木材を市場に売って収入を得ています。昔
は地図を見ながら歩き、測量や図面づくりを手作業で
行って管理をしていましたが、ここ10年は位置情報や災
害時の大まかな状況などを把握したり、デジタル処理で
さまざまな業務がおこなえる森林 GISを活用することで、
作業がとても効率的にできるようになりました。山のも
つ癒しや生命力には、いつも感動させられます。

　両親が林業にたずさわっていたので、自分も小学生の
時から現場に出入りし慣れ親しんで育ちました。今は山
林の管理や造林などを手がける親戚の会社で、毎日集
材・造材作業などをしています。最近では操作性がよく、
エアコン付きで快適な高性能の機械を使って作業するの
で、肉体労働とはいえ昔よりずいぶん安全に、楽になっ
ています。山林の管理は、災害防止や環境保全にもつな
がる大切な仕事です。様々な資格を取得することで、よ
り活躍の幅が広がりステップアップを目指せるのもこの
仕事の魅力だと思います。

　ここは、国産のスギやヒノキの原木を専門にあつかう
市場です。毎月 2 回開催する市場でせりにかける原木を
太さや形によって仕分ける・積み上げるのが私たちの仕
事です。原木はその後、住宅の建築や合

ごうはん

板の素材として
活用されます。自然を身近に感じられる環境、木を植え、
育て、伐採し、流通にのせるという多くの業種の人との
関わり、また人々の暮らしと深く関わる「木」をあつか
うことに感じるやりがいなど、魅力あふれる木材市場の
仕事。ここ 15 年ほどは機械化が進むことで、若い人材
や転職してくる人も増えています。

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

スギの苗木づくり

先祖から受け継ぐ山を守る林家

森林整備を担う林業会社

木材をせりにかける木材市場

https://youtu.be/fIFJrQQtvl8
https://youtu.be/G9FrxBP8F5I
https://youtu.be/nT1JGHw6zeE
https://youtu.be/c0T6fQY0F1E
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新栄合板工業株式会社　 八
や

尋
ひろ

 崇
たかし

さん（玖珠町）

藤丸建設  阿
あ

南
なん

 美
み

根
ね

さん（大分市）

大成木材株式会社　 薄
うす

田
だ

 侑
ゆう

樹
き

さん（大分市）

江
え

藤
とう

 廉
れん

平
ぺい

さん（玖珠町）

　合板は、杉やヒノキを薄い板にして重ね合わせ、接
着剤で貼り合わせたものです。加工方法は、まず丸太
を機械でかつらむきのようにむいて薄い板をつくり、約
180℃の熱風で乾燥させます。木目が交互するよう数枚
重ねて接着して重しで押さえた後、熱圧で固めて成形し、
やすりを両面にかけて滑らかにしたら完成です。私は完
成した製品に問題がないか検査する仕事をしています。
合板はコンクリートの型をつくる枠や、壁や家具など人
の暮らしに欠かせないいろんなものに使われている製品
なので、この仕事にやりがいと誇りを感じています。

　私はもともとシステムエンジニアなどとして働いていまし
たが、子どもの頃から憧れていた大工さんになりたくて転
職しました。最初は専門的な知識や経験がなく何もわから
ない状態でしたが、建築に使う道具や木材、刃物の研

と

ぎ
方などを現場で教えてもらい、現在は棟

とうりょう

梁といって大工職
人の親方として、工事の指導や監督をしています。大工は
柱や梁

はり

をつくって組み立て、下地と骨組みをつくり、壁、
床、天井やクロスなどを貼って内装を仕上げたりする仕事
です。建物が出来上がる過程や完成した時など、結果が目
に見えるので喜びが大きく、やりがいを感じます。

　私は木材同士のつなぎ目を機械で加工する「プレカッ
ト」を手掛けている会社で働いています。私の主な仕事
は、パソコンを使って製品を設計することです。私がこ
の仕事を選んだのは、もともと町の景色を見るのが好き
だったからです。大学で社会学を専

せんこう

攻して建物と人の暮
らしについて研究し、建物に関係する仕事をしたくて入
社しました。ひとつの建物をつくるためには、設計士や
工務店、材木店など多くの人が関わります。そんな人た
ちと一緒に町の風景をつくっていることに、とてもやりが
いを感じます。

　家業を継ぎ、妻と両親、2 人の従業員と一緒に、大分
県の乾しいたけブランド「うまみだけ」など 10 品種のし
いたけを栽培しています。しいたけはクヌギなどの丸太
に、しいたけ菌の入ったコマを打ち込み、山の中の雑木
林やハウスで 2 年かけて育てます。春と秋に収穫して、
そのうち 6 割は生しいたけよりも旨

う ま み

味や栄養成分が増す
乾しいたけに加工します。しいたけ生産は力仕事で忍耐
力も求められますが、自然が好きな人には向いている仕
事です。父から受け継いだ経験を、次世代に伝えていき
たいと思います。

森林資源を活かす合板工場

木造住宅を建てる棟
とうりょう

梁 / 大工

木材を加工するプレカット工場

大分ブランド しいたけ農家

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

動画再生
どう　　　　が　　　さい　　　せい

10. 大分の森林・林業仕事図鑑

https://youtu.be/MKN8kTYBKkM
https://youtu.be/nZmdxD6glS8
https://youtu.be/Pt2mxQtZpKA
https://youtu.be/RvcDGRyVq2s
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　大分県森林環境税は、大分県の森林を県民みんなの財産として守り育て
ていくことを目的に、平成18年度に導入されました。この税金を活用して、
災害に強い森林づくり、県産材の利活用、森林環境教育などを支援してい
ます。
※この副読本の作成にも、大分県森林環境税を活用しています。

大分県森
しんりん

林環
かんきょうぜい

境税

森林・林業に関する問合せ先

大分県の森林・林業に関するホームページ

林野庁ホームページ

全国木材組合連合会
全国木材協同組合連合会

国東市国東町大字安国寺 786-1
担当市町村：別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町
TEL.0978-72-0156

東部振興局農山漁村振興部
森林管理班　林業・木材・椎茸班

竹田市大字竹田字山手 1501-2
担当市町村：竹田市、豊後大野市
TEL.0974-63-1174

豊肥振興局農山村振興部
森林管理班　林業・木材・椎茸班

大分市府内町 3-10-1
担当市町村：大分市、臼杵市、津久見市、由布市
TEL.097-506-5749

中部振興局農山漁村振興部
森林管理班　林業・木材・椎茸班

日田市城町 1-1-10
担当市町村：日田市、九重町、玖珠町
TEL.0973-22-2585

西部振興局農山村振興部
森林管理班　林業・木材・椎茸班

佐伯市長島町 1-2-1
担当市町村：佐伯市
TEL.0972-22-0393

南部振興局農山漁村振興部
森林管理班　林業・木材・椎茸班

宇佐市大字法鏡寺 235-1
担当市町村：中津市、豊後高田市、宇佐市
TEL.0978-32-0622

北部振興局農山漁村振興部
森林管理班　林業・木材・椎茸班

大分県庁森との共生推進室 大分県森林組合連合会

公益財団法人 森林ネットおおいた

マンガで楽しく学ぶ森林 ･ 林業　

木のある暮らし ･ 木の街づくり応援 WEB マガジン　

大分県木材協同組合連合会

おおいた林業アカデミー

大分県森林づくりボランティア支援センター

https://www.pref.oita.jp/soshiki/16210/ https://oita-moriren.jp/

https://morinetoita.jp/

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/manga.html

https://love.kinohei.jp/merit/

http://www.oitakenmoku.jp/

https://forestry.oita.jp/ 

https://www.o-midori.jp/ 

大分県森林環境税の情報や森林ボランティア活動
について情報を発信しています。

森林組合の指導、人材育成などを行っています。
( 各地の森林組合へのリンク含む )

みどりの少年団の育成、森林整備や緑化事業、
県民の森の森林体験イベントを行っています。

木材の流通 ･ 販売、県産材の需要拡大を
推進しています。

林業で働くことを目指す人が、森林や林業、
木材について学ぶことができます。

森林ボランティア活動の支援や森の先生の派遣、
各地のボランティア活動の情報発信などを行っています。

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

●発行：大分県農林水産部 森との共生推進室
　　　　〒 870-8501 大分市大手町 3 丁目 1-1
　　　　TEL：097-506-3872 FAX.097-506-1766
●協力：大分県教育庁 義務教育課
●令和５年(2023年)４月 第３版発行

デジタル副読本への
アクセスはこちら

副読本をよりよい内容にするため、
アンケートにご協力お願いします

https://www.pref.oita.jp/soshiki/16210/
https://oita-moriren.jp/
https://morinetoita.jp/
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/manga.html
https://love.kinohei.jp/merit/
http://www.oitakenmoku.jp/
https://forestry.oita.jp/ 
https://www.o-midori.jp/ 
https://www.pref.oita.jp/soshiki/16210/hukudokuhonhontai.html
https://www.pref.oita.jp/soshiki/16210/hukudokuhonhontai.html
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys/5919370140488319974
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys/5919370140488319974

