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　毎年、南信州地域での森林・林業の振興に貢献のあった方々を表彰し、その功績を称えています。
　その表彰式が、令和２年２月21日に飯田合同庁舎講堂で行われました。

飯田市立　竜丘小学校（飯田市）
　～地域とともに竹林整備～
　竜丘小学校では、平成27年度から天竜川鵞流峡復活プロジェクトの方々の
指導を受け、天竜川の鵞流峡で竹林整備を行っています。竹の伐採から片付
けまでの一連の作業を体験し、伐採した竹を利用した竹筏や竹灯籠の制作に
も挑戦しています。
　春には、６年生が若竹の収穫を行いました。この若竹を加工したメンマは、
今年度、「うまメンマ」と名付けられ、子どもたちがデザインしたラベルを貼った
商品が完成。地元のスーパーや公民館で店頭販売を行いました。その販売チ
ラシには鵞流峡の竹林整備の内容が紹介されており、購入された方に思いが
伝わるような工夫がされていました。
子どもたちは、活動を通じてふるさとの自然環境に関心を持つとともに、地域の
方とのつながりを深めています。
　竹と人をつなぐ。竜丘小学校と竜丘地域の取組に、更なる期待が寄せられ
ています。

小澤木材株式会社 
　小澤木材株式会社は、公共建築物を中心に南信州の木材を積極的に利用
しています。
　令和元年度では天龍村の「おきよめの湯増改築整備工事」や大鹿村の「大
鹿保育所建設工事」に携わり、地元産材を利用した建築を実践し、地域材
利用促進に貢献していただきました。
　社長の小澤千亮氏は、飯伊木材協同組合の理事長を務めたことがあること
から、地元の会社間での連携を図るなど、地域の木材産業の発展に貢献され
ています。
　また、地域材利用の製材工場「ほうりん」を経営する株式会社飯伊の副
社長を務めており、多方面で地域材の有効活用に力を注いでいます。
さらに、技術専門校等で学んだ人材を積極的に会社で雇用するなど、地元の
若い後継者（大工等の技術者）の育成にも力を入れておられます。

南信州元気な森林づくり大賞

令和元年度「南信州元気な森林づくり賞」及び乾しいたけ品評会の各賞が決定！

南信州木づかい大賞
「うまメンマ」の店頭販売

建設中の大鹿保育所
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近藤力夫さん（飯田市）
　南信州林業研究会の会長と
して長年にわたり技術研鑽や
林業後継者育成に向けた活
動に尽力されました。

長野原竹宵の会（飯田市）
　竹林整備から出た竹の有
効活用とその価値を高める
竹灯籠づくりに取り組んで
います。

根羽村立　根羽中学校
（根羽村）

　学有林における森林整
備や椎茸栽培のほか、村
役場庁舎ロビーに設置す
る木製家具の製作等に取
り組みました。

下伊那山林協会長賞 南信州特用林産振興会長賞

下伊那山林協会長賞

飯伊地区森林組合連絡協議会長賞

飯伊木材協同組合理事長賞 長野県知事賞

飯伊山林種苗生産者組合長賞

飯伊地域林業活性化協議会長賞

佐伯伸治さん（根羽村）
　根羽村森林組合の加工部門
の中核として長年にわたって
活躍されています。

飯田市
　地元下久堅産材をふんだん
に使用した「下久堅ふれあい
交流館」の建設など、施設整
備に積極的に地域材を利用し
ました。

飯伊森林組合 村澤班
（天龍村）

　能率の高い素材生産や丁
寧な仕事ぶりは、地元から
も評判です。

智里西保育園（阿智村）
　園舎の建築に地元の住民グ
ループが製材加工した地元産
材を使用しました。木材の地
消地産のモデル的施設として
整備されました。

 金田和由さん（阿南町）
 県知事賞：どんこ

 飯田市の野池愛林農業協同組合が全国林業経営推奨行事の林野庁長官賞を受賞しました。
 長年にわたり、森林の適切な管理や林業の技術・経営改善に努め、地域振興に貢献してきた功績が認められました。

森林林業の部

乾しいたけ品評会木づかいの部

役員の皆さん 作業道の維持管理

森林環境教育推進の部

野池愛林農業協同組合が全国林業経営推奨行事・林野庁長官賞を受賞!
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　喬木村の大島地区と氏乗地区を結ぶ林道大島氏乗線
は、県営で開設工事を進めている管内4路線の一つで
す。平成30年7月豪雨、台風21号災害で路線内4箇所既
設吹付法面の崩落や路肩決壊が発生し、通行不可能と
なったため、開設工事も一時中断されました。その後喬
木村により災害復旧工事が早期に進められ、令和元年6
月に4箇所すべての復旧が完了し、開設工事が再開しま
した。
　南信州地域振興局では今後も市町村と連携し、県営開
設林道の早期開通を目指すとともに、既設林道の改良、
舗装及び災害復旧を支援します。
　南信州地域振興局発信ブログ『南信州お散歩日和』で
も管内の林道について様々な情報を紹介しています。

　近年の集中豪雨では、土砂や岩ととも
に立ち木が流れることで、下流の人家等
への被害が大規模化する事例が増えてい
ます。
　阿智村の伍和地区で平成25年に発生
した災害では、流木が人家等を破損する
などの大きな被害が出ました。そこで南
信州地域振興局では、平成27年度より、
土砂の流出を防ぐための治山事業を進め
てきました。また令和元年度では、上流
からの流木を捉えるため、「スリット式
ダム」（流木捕捉式床固工）を建設しま
した。
　今後この渓流で土石流が発生しても、
中央部の３本のクシ型のスリットが流木
等を捉えるとともに、水をスムーズに下
流へ流すことができるため、土石流によ
る被害を減らすことができます。

～流木対策の事例紹介　スリット式ダム～

南信州　林道の紹介　～林道大島氏乗線～

H30. ７月豪雨災害大島氏乗線被災状況
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　近年、台風等の自然災害により、倒木による大規模
停電や道路の通行止めが発生し、生活に大きな影響が
出ることが全国各地で問題となっています。
そこで、長野県では、森林づくり県民税を活用して「ラ
イフライン等保全対策」に取り組んでいます。これは、
生活に必要な道路、送電線などのライフラインや家屋
の周辺森林で、倒れる危険のある木を市町村が伐採す
る際に、その費用を支援するものです。
　南信州地域では、住民生活の安全安心を確保すべ
く、緊急性の高い箇所から優先的に対策を進めてお
り、令和元年度は６村で取り組んでいます。

　南信州地域の放置竹林の整備や、竹資源の利活用を推進する「竹取再生」の取組には、多くの方に御参加
をいただきました。
  Part １：6月9日（日）　若竹収穫からメンマの塩蔵までの講習会　

講師：伊藤隆子氏（天竜川鵞流峡復活プロジェクト）
喬木村の氏乗地区で、メンマづくり講習会を開催しました。若竹の収穫から塩蔵までのメンマづ
くりの体験を行いました。

　 　 　 

 Part ２：7月28日（日）塩蔵したメンマの味付け講習会　
講師：伊藤 隆子氏（天竜川鵞流峡復活プロジェクト）、原 文子氏（喬木村栄養士）
塩抜きしたメンマを使った味付け講習会を開催しました。基本の味付け方法から、家庭で作れる
簡単メンマアレンジ料理を教えてもらいました。調理後には、試食会を行いました。

　 　 　 

 Part ３：10月31日（木）竹取再生オープンミーティングの開催
竹林整備を実践されている団体及び個人の方（5名）に活動の事例発表をしていただきました。地域
の竹林整備の取組や地域産メンマについての意見交換が活発に行われ、今後の竹取再生につながる活
動となりました。

電線や道路へ大きく傾いた危険木

ライフラインの保全を進めています

南信州の「竹取再生」に取組みました!
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◎里山整備利用地域　
　地域住民が主体的に里山の整備や利活用を進めていく地域を、長野県ふるさ
との森林づくり条例に基づき「里山整備利用地域」として長野県が認定をして
います。
　認定後の地域で住民が自発的な活動を実施する場合に、森林づくり県
民税を活用した支援が受けられます。里山と地域とのつながりを深めつ
つ、里山を利活用した新たな取組にも挑戦できます。南信州地域では、
本年度新たに8地域が認定され、全14地域で里山の活動が進められてい
ます。

　森林の産物である木材は、私たちにとって様々な心地よい感覚を与えてくれます。例えば、室内の湿度を一定
に保ったり、金属などよりも熱を伝えにくいため触れた時に暖かく感じられたり、さらには、木の香りにより心と
体をリラックスさせてくれます。
　長野県では、県産の木材を利用した調度品やおもちゃを児童センター、保育園、幼稚園などの子どもの集まる
場所に設置する取組を、長野県森林づくり県民税を活用して、「子どもの居場所」木質空間整備事業として支援し
ています。
　南信州地域には、幼少期から木の温もりや柔らかさに触れ、木の香る暮らしの良さを実感できる施設が、これ
までに18か所整備されました。子どもたちが将来大きくなっても、県産材を使っていってくれることでしょう。

飯田市三穂君崎公園ウッドデッキ製作

～里山整備利用地域の紹介～

木の香りをお届け

皆さんのお住まいの地域でも「里山整備利用地域」を検討しませんか。
詳しくは、南信州地域振興局林務課普及係へお問い合わせください。
電話：0265-53-0425

市町村・地区 面積（ha) 活動団体
阿智村（春日） 17 春日地区里山整備利用推進協議会
大鹿村（清水） 39 清水地区里山整備利用推進協議会
豊丘村（堀越） 293 堀越里山整備協議会

喬木村（大和知） 28 大和知区里山整備利用推進協議会
阿智村（戸沢） 190 戸沢地区里山整備利用推進協議会

飯田市、喬木村（伊久間） 37 伊久間里山整備協議会
阿南町（川尻矢野） 152 川尻矢野地区里山整備協議会
根羽村（高橋） 179 高橋地区源流の里山整備利活用推進協議会

※令和2年1月末現在の認定状況です。

プランター製作（喬木村氏乗地区）

三段松づくり講習会（飯田市千代地区）
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 林業経営の効率化と森林管理の適正化を促進するため、「森林経営管理法」が施行され、平成31年4月1日
から森林経営管理制度が始まりました。
　これを受け、南信州地域の各市町村では、森林管理の課題や、手入れの行われていない森林の所有者に対
する管理の意向調査の進め方、意向
調査を実施した後の森林管理の方法
などを盛り込んだ実施方針の策定を
進めています。
　令和２年度からは実施方針に沿っ
て、市町村による該当森林の所有者
の皆さんへのアンケート調査が実施
されますので、調査票が届いた場合
は御協力をお願いします。

　南信州地域では古くから、シカやイノシシ、クマなど、多様な野生鳥獣の肉を味わう食文化が育まれてきました。
南信州地域振興局では、リニア中央新幹線の開通による交流人口の拡大を見据え、こうしたジビエ食材を地域
づくりのための貴重な資源と捉えて、その振興に取り組んでいます。
　令和元年７月22日に飯田市で開催された、音楽と焼肉を楽しむ祭
典「焼

や

來
き

肉
にく

ロックフェス2019」では、信州ジビエマイスターが腕を
振るったシカ肉のしょうが焼きを来場者に振る舞いました。開店と
同時に長蛇の列ができ、用意した1,000食分がなくなってしまうほど
の盛況ぶりでした。
　また、平成31年４月11、13日と令和元年11月16、17日には、ＪＲ飯田
線平岡駅にて、特別列車秘境駅号の乗客の皆さんを、県内で捕獲さ
れたシカ肉でつくられたジャーキーでおもてなししました。
　いずれの機会にも、「初めて食べたけれど、おいしい！」と、たく
さんの好評の声をいただきました。
　一般的に、流通量が少なく、高級食材といったイメージのあるジ
ビエ食材。しかし実際には、工夫次第で安価においしく味わうこと
ができるものです。今後も、多くの方々に、ジビエに対する親しみ
と身近さを感じていただけるよう取り組んでいきます。

森林経営管理制度が始まりました

「ジビエを初めて食べたけれど、おいしい!!」

　春の乾燥した季節は、県内各地で山火事が発生しています。
　南信州地域でも、平成29年から３年連続して自衛隊が出動する大規模な山火事
が発生しています。
　たき火や火入れなどの火気使用中はその場を離れないほか、使用後は完全
に消化を確認しましょう。

長野県南信州地域振興局林務課
0265-53-0425
minamichi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

【発行】令和2年3月
南信州地域振興局発信ブログ『南信州お散歩日和』やってます
https://www.pref.nagano.lg.jp/minamichi/minamichi-rimmu/kannai/soshiki/rinmu/index.html

http://blog.nagano-ken.jp/shimoina　

0265-23-3393 

この広報誌は再生紙を使用しています。

南信州林務課 検  索

毎年４、５月の２ヶ月間を「緑化推進特別強調月間」と定め、各地で植樹祭などの緑化行事が開催されます。
緑の募金活動も実施しておりますので、皆さまのご協力をお願いいたします。

　3/1～5/31は春の山火事予防運動期間です


