大分県職員の業務紹介（林業職）

大分県 農林水産部 林務管理課
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ご挨拶
大分県 農林水産部 審議監（林政担当）

河野

智久

木材に関わる製材工場や合板工場などの製造業も元気です。アメリカに
端を発したウッドショックなどの影響で、家づくりでは、スギ・ヒノキと
いった「国産製材品」が多く使われるようになり業界は絶好調です。この
機会を逃さず、積極的な設備投資や販路拡大への支援を強化します。なお、
国内の需要拡大と合わせ、北米や東アジア更にはアフリカなど海外の需要
開拓にも引き続き県が率先して取り組んでいきます。
もう一つは、全国一の生産量を誇る乾椎茸の振興です。県では、新たな
乾椎茸ブランド「うまみだけ」を販売戦略のキラーアイテムとして令和２
年に発表しました。一般消費者への需要喚起と合わせ、安心安全の自然食
品として海外への展開も視野に入れています。
県土の保全も重要な仕事です。近年多発する豪雨災害などに対応するた
め山地災害対策等にもしっかりと取り組んでいます。
このように、大分県の森林・林業はとても裾野が広く、資源小国の我が
国において、貴重な産業としての成長が期待されています。

大分県で働くこと

こんにちは。大分県の森林・林業行政のとりまとめを担当する「農林水
産部審議監」の河野です。県庁の林業技術吏員を代表して、ご挨拶申し上
げます。

私は大分市出身で実は林業公務員３代目です。祖父は内務省・林野庁の
技官、父は県庁の林業技術吏員（部下として１３年間仕えた）、そして小
職と林業公務員が引き継がれています。代々、林業公務員という形で仕事
が継承されているというのは、仕事の広さとおもしろさ、右肩上がりの環
境をいち早く感じることができていたからです。やはり、公共事業を通
し、国民の安心安全に携われること、明るい未来が見える産業に携われる
ことは、大変やりがいが持てる職業です。

ひとくくりに「林業」と言われることが多いのですが、実は守備範囲が
とても広く、県土の保全や野生鳥獣の保護などの「環境」、木材生産や椎
茸栽培などの「産業」、製材所や合板工場、バイオマス発電所と言った
「製造」、製材品や木造住宅、椎茸の消費拡大や販売などの「流通」と、
その仕事は多岐にわたっています。

また、転勤も楽しみの一つです。大分県は道路事情がよく、ほぼ１時間
の通勤圏域で振興局や研究機関に通うことができます。私は１９回の転勤
を経験しましたが、その度に多くの知人を得ることができました。更に民
間企業への派遣システムを活用し、世界規模で活躍する武士（もののふ）
のような仲間達（王子製紙植林部）と一緒に仕事をする機会も得ました。

大分県の森林・林業について

中でも、木材の生産については、戦後、先人たちが汗を流して植えたス
ギやヒノキが伐採期を迎え、この豊富な森林資源に支えられた本県は、主
伐・再造林の「循環型林業」のシステムづくりにいち早く取り組み、今で
は全国のモデルとなっています。
特に、今ではハーベスタなどの高性能林業機械の導入が進み、「林業は
カッコいい」と若者を引きつけ、昔で言う「木こりさん」は、新規就業の
目玉にもなっています。

林業職を志すみなさんへ
このように、大分県は森林・林業施策の先進県です。そして、時代を先
取りした新たな施策にチャレンジすることが許される県です。地球規模で
森林がクローズアップされる時代が到来した今、本県の発展を森林から一
緒に考えてみませんか？
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大分県 の 林業

①
②

スギ・ヒノキなどの人工林の蓄積が多く
林業・木材産業が盛ん
乾しいたけ生産量は日本一（全国の約４割）

森林面積 ４５ 万ｈａ(森林率７１％)
林業産出額 １６１ 億円
素材生産量

１０１

製材品出荷量

万m3

早生樹モデル林の設定

活発な素材生産

３９万m3

乾椎茸生産量９４８トン

造林事業の検査におけるドローンの活用

森林環境教
育も盛ん！

スギ無垢乾燥材の利用
による木造建築の推進
（昭和電工武道スポー
ツセンター）

乾しいたけ最高級品

新ブランド「うまみだけ」

大分県 農林水産部 林務管理課
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林業一般（振興局）

職 員
紹 介
先輩職員からの
熱いメッセージ！
氏名：村上

林業振興に向けた各種施策の執行や許認可業務を行います。
管内の林業関係者や県庁と連携して、林政課題の解決を目指します。
林業の仕事をしてみたい人へ
林業職は、林務関係から森林土木と幅
広い分野があります。様々な業務を経験
して仕事の中に楽しさとやりがいを見つ
けましょう！大分県で一緒に働けることを
楽しみにしています！

8：30
9：00
１２：００
14：０0
16：00
17：15

登庁、メールチェック
保安林伐採跡地調査
昼休み
保安林内伐採申請の受付対応
メールチェック
明日の予定を確認して退庁

現在の仕事内容は？

奏太

主に、保安林業務を担当しています。業務
内容は、森林法や保安林制度などに沿って、
伐採や作業許可等の申請を受理・許可を行い、
作業を終えた現場の調査なども行っています。

所属：西部振興局
農山村振興部 森林管理班
職名：

ある１日のスケジュール

技 師

その他にも、環境緑化やみどりの少年団育
成に関する業務も担当しており、育樹祭や植
樹祭での子どもたちとの関わりも多くありま
す。

採用年：Ｒ３（２年目）
ひとこと
私は、林業専門学科がある学校
で学んだことを活かしたいと思い
林業職に就職しました。学校で学
んだ専門知識も必要ですが、仕事
の中で日々学ぶことばかりです。
学生の頃と比べて時間の経過が
早いと感じるようになったので、
予定を立てて動くことの大切さを
実感しています。

仕事のやりがいや苦労は？
入庁して２年目を迎え、業務の内容も難しくなり
覚えることも沢山あるので幅広い知識を身につけ
ることに苦労しています。
しかし、困ったときは上司や先輩方にご指導いた
だき理解することで、課題の解決ができ、自分の成
長を感じることができています。
みどりの少年団の活動支援
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普及職は生産現場に一番近い県職員です。森林・木材関係者
と連携して、技術指導や林業振興に関する業務を行います。

林業普及（森林・木材）

職 員
紹 介
先輩職員からの
熱いメッセージ！

林業の仕事をしてみたい人へ
林業職は森林保全などの環境分野から林業・
木材産業の振興まで幅広い分野の仕事がある
ため、入庁後も様々な経験を積むことができます。
将来、皆さんと一緒に大分県で働くことができ
るのを楽しみにしています。

氏名：小野 裕喜
所属：北部振興局
農山漁村振興部
林業・木材・椎茸班
職名： 主 任

8：30
10：00
12：00
１３：００
１６：00
17：15

出勤、メールチェック
関係機関との打合せ
昼休み
林業現場での普及指導
報告書の作成、メールチェック
明日の予定を確認して退庁

現在の仕事内容は？
林業普及指導員として、北部地域の林業・
木材産業の振興に関する業務を担当していま
す。林業技術の指導をはじめ、木材利用の推
進、新規就業者の確保など多岐にわたります。
林業関係の仕事を知ってもらい将来の職業
の選択肢としてもらうため、高校生を対象と
した林業体験研修などを開催しています。

採用年：Ｈ２６（9年目）
ひとこと
学校で学んだ知識を活かし、自
分が生まれ育った大分県に貢献し
たいと思い、大分県の林業職を志
望しました。
現場に行くことも多く、森林な
どの自然の中で働くことができる
魅力的な職場です。
休暇も取りやすく、家庭や趣味
の時間を大切にすることができて
います。

ある１日のスケジュール

仕事のやりがいや苦労は？

写真

林業体験研修

林業・木材に関する幅広い知識が求められ苦労
もありますが、その分多くの貴重な経験を得ること
ができる仕事だと感じています。
また、林業・木材関係者の方と連携し、造林・保
育作業の機械化など新たな取り組みに挑戦でき
ることにも魅力を感じています。
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林業普及（特用林産）

職 員
紹 介

普及職は生産現場に一番近い県職員です。しいたけ生産者と
連携して、栽培指導やしいたけ振興に関する業務を行います。
林業の仕事をしてみたい人へ

行政の林業職は普及業務や森林土木、鳥獣
害対策や緑化等、様々な方面から林業に携わ
ることができるのが特徴です。
現場に出ることも多く、大分の自然を直に感
じながら仕事ができることは林業職員の魅力
の一つだと思います。

先輩職員からの
熱いメッセージ！
氏名：佐藤 匠
所属：豊肥振興局
農山村振興部
林業・木材・椎茸班
職名： 技 師

8：30
9：00
10：00
１２：００
13：０0
16：30
17：15

登庁、メールチェック
補助事業申請書の内容確認
研修会資料作成
昼休み
椎茸生産者巡回指導
報告書等作成
明日の予定を確認して退庁

現在の仕事内容は？

写真

特用林産（主に乾しいたけ）の普及指導員
をしています。乾しいたけの生産量増加、新
規就業者の確保及び定着を目的として、生産
者の巡回指導や研修会の開催、補助事業の執
行等を行っています。

仕事のやりがいや苦労は？

採用年：Ｈ30（5年目）
ひとこと
学生のときは林学系の学科だっ
たものの、専攻は生態学や分類学
でした。自然に携わる仕事がした
いと思い、地元である大分県の林
業職を受験しました。
林業に関しては日々勉強中です
が、業務内容が広いので学生時代
の専攻が役立つこともあります。

ある１日のスケジュール

写真

小学生向けしいたけ教室

令和3年4月から普及業務を担当しています
が、異動直後は特用林産の知識も乏しく苦労
しました。しかし、新任普及員研修等の研修
制度が充実していることに加え、先輩方から
手厚くサポートがあったため、安心して新し
い業務に取り組むことができたと思います。
研修会の内容や技術指導等について生産者
の方に喜んでもらえたときはとてもうれしく、
やりがいを感じます。
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ちさん

森林土木は、山地災害から県民の暮らしを守る「治山」、木材生産コスト
森林土木（振興局）低減に必要な路網「林道」に関する事業の計画、設計や工事監督業務を行います。

職 員
紹 介

林業の仕事をしてみたい人へ
森林土木は、難しいイメージがあるかもしれませんが、
みなさんの生活に深く関わるとてもやりがいのある分
野だと思います。女性職員の活躍も段々と増えてきて
います。他にも造林から林産物の普及指導まで様々な
仕事がありますので、森林で働くことに興味のある方
は是非就職して色々な分野の仕事を経験して自分のや
りたい分野を選択してほしいと思います。

先輩職員からの
熱いメッセージ！
氏名：金棒 千佳
所属：東部振興局
農林基盤部
治山林道班
職名：

技

写真

私は、熊本県出身ですが、
大分の短期大学で林業を勉強
した経験から、将来大分県で
林業分野の仕事をしたいと思
い、大学への編入を経て就職
をしました。職場には熊本県
をはじめ、県外出身者が多く
とても働きやすい環境です。

もりりん教室

8：30
９：００
１０：00
１２：００
１３：０0
１６：00
1７：１５

登庁、メールチェック
協議書類の確認
治山工事着工前の現地踏査
昼休み
治山工事の現場監督
設計書類の作成
明日の予定を確認して退庁

現在の仕事内容は？

師

採用年：H31(4年目)
ひとこと

ある１日のスケジュール

R3.11.26

治山事業の担当をしています。業務の内容
は、荒廃地の復旧や崩壊等の予防を目的とし
た治山ダムなどの設計や、工事現場の監督用
務が主な仕事です。東部振興局は、海岸防災
林施設が２９カ所ととても多いのが特徴で、
年２回の施設調査を行い管理しています。

仕事のやりがいや苦労は？

写真

治山工事の現場監督用務（床堀確認）

大分県に就職して３年目になりますが、今
年度から初めて森林土木の分野に配属されま
した。最初は工事の内容や技術基準などの知
識がなく、業者さんからの質問や工事内容の
話がわからず悩んだり苦労しました。現在も
勉強中ですが、職場の上司や先輩、時には業
者さんからもご指導をいただき、段々と理解
できる部分が増えてきていることが
嬉しいです。
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林業振興に向けた各種施策の企画立案・執行を行います。
振興局や研究機関と連携して、林政課題の解決を目指します。

林業一般（県庁）

職 員
紹 介

林業の仕事をしてみたい人へ
大分県の林業職は、森づくりの支援、災害
防止のための治山ダム建設、生産量日本一
の乾しいたけの普及など多くの分野の仕事
があるので、その中から自分に合ったものを
見つけ出すことが出来ると思います。

先輩職員からの
熱いメッセージ！
氏名：山下

一緒に大分県で自分の
やりがいを見つけましょう！

子ども達に森林のことを知ってもらうため
森林林業教育を推進しています。
また、夏には多くの子ども達がキャンプに
訪れる県営森林公園の管理・運営を行ってい
ます。

技 師

採用年：Ｈ30（5年目）
ひとこと
大学で学んだ知識を活かし、

自分が生まれ育ったふるさとに
貢献したいと思い、大分県の林
業職を志望しました。
現場に行くことが多く、現地
の住民や工事の責任者の方々と
コミュニケーションを密にとっ
ています。
福利厚生も手厚く、働きやす
い環境です。

8：30 出勤、メールチェック
9：00 県民の森管理事務所で協議
12：00 昼休み
13：00 森林林業教育の全国WEB会議に参加
15：30 来年度事業の計画書を作成
17：15 明日の予定を確認して退庁

現在の仕事内容は？

悠世

所属：森との共生推進室
森づくり推進班
職名：

ある１日のスケジュール

県民の森内安友庭園現地調査にて

仕事のやりがいや苦労は？

写真

県営森林公園でのキャンプ

企画したイベントや事業の成果物に対して、イベン
トの参加者や利用者からの反応をよりダイレクトに
感じることが多い仕事です。そのため、良い反応を
頂けたときの嬉しさはやはり格別ですね。
ニーズを的確に把握し、県民の方々に満足してい
ただきたいという情熱を忘れないように日々精進し
ています。
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林業研究

研究職は現場で課題となっている事例の調査・研究を行います。新品種や新技術
の開発も行っています。林業研究部ときのこグループの２つの研究機関があります。

職 員
紹 介

林業の仕事をしてみたい人へ
林業研究部は森林チームと木材チーム二つのチー
ムでそれぞれ研究を行っています。研究内容は育種・
育林、病虫害・獣害から木材資材に関わることなど多
岐にわたります。大分県の林業技術の発展に興味の
ある方は選択されてみてはいかがでしょうか。

先輩職員からの
熱いメッセージ！
氏名：加藤 小梅
所属：農林水産研究指導
センター 林業研究部
森林チーム
職名：

研究員

採用年：R3（2年目）
ひとこと
大学では森林や林業を勉強し、
何か大分県の自然環境に関わる仕事
をしたいと思い、大分県の林業職に
就職しました。
最初の配属で研究員となり、これ
まで研究に携わったことが無かった
ため不安に思うこともありましたが、
現在では先輩方に助けてもらいなが
らしっかりと業務を進めることがで
きています。

ある１日のスケジュール
8：30
9：00
１１：００
１２：００
13：０0
17：15

登庁、メールチェック
スギ・ヒノキの枯死、発根に関する調査
試験区の温湿度データ回収
昼休み
試験データの整理
明日の予定を確認して退庁

現在の仕事内容は？
研究の中でも主に育種分野の担当をしています。
業務内容は花粉の少ない品種を使ったスギ・ヒノ
キ苗の成長試験の設定＆調査、スギ花粉の着花状
況調査、育種や苗木生産に係る研修の講師などを
行っています。
また、林業研究部ではスギ穂を採取するための
採穂台木など、試験に使用する植物を育生してい
ます。それに伴いこれら植物の生育管理や環境整
備も行っています。

仕事のやりがいや苦労は？
自身で試験の設定をしたり、専門的知識を習得した
りすることは大変だと感じますが、その分、常に新しい
知識に触れられたり、新しい技術の習得ができたりと
最先端のものに触れられる機会が多いことがとても
面白いと感じます。
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職 場
情 報

林業の仕事をしてみたい人へ

年齢構成は？

大分県の林業職員は約２００名です。
女性（21％）や県外出身者（39％）も
多く、多様な人材の宝庫です。
入庁しましたら、様々な林業専門研修を
受講できるので、安心して技術のスキル
アップができます。

働く職場はどんな
感じ？

50代

10・20代

27%

26%

40代

30代

21%

28%

男女比は？
年々、女性が増えてきています！

勤務地は？

女性21％

男性79％
本庁：３4％

出身地は？

地方機関

九州各県や九州外からも
大分県で活躍しています！

６6％

本庁（大分市）、
地方機関（大分市、佐伯市、竹田市、
日田市、宇佐市、国東市、豊後大野市）
大分県では、温泉が楽しめます！

写真
県外

県内

39%

61%
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採 用

林業の仕事をしてみたい人へ

試 験

大分県の林業職の採用試験の過去の平均倍率は上級が約2.5倍、
初級が２.3倍です。
林業以外の専攻の職員も活躍しています。
皆様とともに、お仕事ができる時を、心待ちにしています。

採用試験はどんな
感じ？
①大分県庁採用試験の流れ（Ｒ４試験日程）

上級
試験
R4

受験
者数

合格
者数

倍
率

7

2

3.5

R3

８

4

２.0

R2

10

5

２.0

申し込み

1次試験

1次合格発表

上級試験

5月2日(月)
～20日(金)

6月19日(日)
(大分・関東)

6月28日(火)

初級試験

8月1日(月)
～19日(金)

9月25日(日)
(大分)

10月4日(火)

受験
者数

合格者
数

倍
率

R4

4

1

4.0

R3

4

２

２.0

R2

１

1

1.0

専門：7月5日(火)
面接：7月中旬～8月中旬
作文：10月12日(水)
面接：10月21日～30日のうち1日

２次合格発表

採用予定者数

8月下旬

２名

11月中旬

１名

②大分県庁採用試験の内容（Ｒ４試験要領より）
1次試験(筆記：択一式)

他、R3上級社会人経験者２名採用

初級
試験

2次試験

2次試験

専門試験出題分野

上級試験

教養試験
(80点)

専門試験
(120点)

専門試験
記述(100点)

面接試験
個別(300点)

森林政策、森林経営学、造林学、
林業工学、※林産一般、※砂防工学

初級試験

教養試験
(80点)

専門試験
(120点)

作文試験
記述(50点)

面接試験
個別(250点)

森林経営、森林科学、測量、
林産物利用

(注)専門試験の※印の出題分野は２次試験には該当しない

・受験案内の配布は、例年上級試験：４月下旬、初級試験：６月上旬です。
・試験日程等の詳細は、下記ＨＰを確認してください。
大分県職員採用情報 https://www.pref.oita.jp/site/saiyouzyouhou/
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役 立

林業の仕事をしてみたい人へ

情 報 ①

若手の職員に尋ねたところ、試験に向け特に、森林・林業白書、
森林・林業実務必携、過去問題に取組んでいました。
また、毎年夏にインターンシップを行っており、現地での職場体験や
若手職員との意見交換もありますので、ぜひご参加ください！

若手職員が採用試験に向けて
行ったことを紹介します。

採用試験の勉強期間は？

３ケ月未満
６ケ月以上

３ケ月以上６ケ月未満

試験に向けてどんな勉強をしましたか？
・森林・林業白書を読んだ。
・森林・林業実務必携を読んだ。
・国家公務員試験の過去問を取り寄せて解いた。
（林業職や環境職の林業分野）
（林業以外の専攻の職員は全員行っていました）
・高校や大学に残されている過去問を解いた。
・林野庁のホームページに掲載されている、林業普及指導員試験の過去問
題を解いた。
・林業関係の最近のニュースを確認した。
・県のＨＰより｢次世代の大分森林（もり）づくりビジョン｣を読んだ。
・林業技術ハンドブック、林政ニュースを読んだ。
・文部科学省著作「森林経営」「森林科学」「林産物利用」の教科書を基
に授業で学んだ。 （初級採用職員）

その他いろいろ
・インターンシップに参加した。
・高校や大学の卒業生である林業職員から情報収集をした。
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林業の仕事をしてみたい人へ

役 立
情 報 ②
採用前の専攻は？
近年5ケ年の上級試験採用者
その他
理系
2３%
林業系
77%

入庁後様々な林業
専門研修を受講でき
るから安心だよ！

林業系以外専攻の出身者も大歓迎です！
年々増加しており、皆さん活躍しています。
文学部から受験し採用され、その後様々な資格も取得し、
現在は林業技術を広域に普及している職員もいます。
林業系以外の学部出身で採用された職員に、いろいろと聞いてみました。
～①きっかけ ②勉強方法
〇理学部卒業（R3採用）

③メッセージ～

①大学で災害や防災について学びました。近年大雨による土砂災害が多く、林業職の治山事業に携
わり、地元である大分県の防災や復旧に貢献したいと思い林業職を受験しました。
②林業白書を読み、国家公務員試験の過去５年間分の試験問題を解きました。問題を解くだけでな
く、分からない単語を調べることに力を入れました。
③大学で学んだことは筆記試験にまったく役に立ちませんでしたが、３ヶ月間みっちり対策すれば
大丈夫です。今現在の業務もなんとかなっているので、専門を学んでおらず不安が大きいかと思い
ますが、林業職に興味がある方はぜひ挑戦してみてください。

〇環境科学部卒業（R3採用）
①小学生の頃から動物が好きで、大学で動物生態を研究するうちに鳥獣対策を行う仕事に就きたい
と思い林業職を受験しました。
②森林・林業白書、森林・林業実務必携、林業技術ハンドブックを用いて、国家公務員一般 林業
区分の過去問を6年分解きました。国家一般試験の問題は40問5択式で出題されるので、6年分 40
問 5択＝1200の文章の添削を上記の参考書を用いて行いました。上記の参考書３冊に問題の6～7
割の解説が載っていますが、残りの分は大学の図書館にある参考書を用いました。
(砂防工学 森林水文学 木材工学 樹木図鑑など)はじめは１年分を添削し終わるのに2～3ヶ月か
かりましたが、同じ傾向の問題が毎年出題されるので半年ほどで6年分の添削が終了しました。
記述式問題は問題を公開している都道府県がいくつかあるのでそれらを解いて対策しました。
③林業は鳥獣対策や森林整備といった環境的な業務もあれば治山や測量といった工学的なこと、法
律や経営学を用いた文系的な業務などあまり知られていないだけで職務内容がかなり幅広いです。
どのような学部であっても皆さんの専攻を活かせる機会が多くありますので森林に興味を
13
お持ちなら、ぜひ大分県の林業職をご検討ください。

組 織

（★）

（１～６、①～②）

４

②

３

地方機関

･･･

★

２

本庁

･･･

北部振興局
西部振興局
豊肥振興局
南部振興局
中部振興局
東部振興局

水産
農業・畜産

１

６

①
５

② きのこグループ
① 林業研究部
・農林水産研究指導センター
・全国育樹祭推進室
・森林整備室
・森との共生推進室
・森林保全課
・林産振興室
・林務管理課

1 2 3 4 5 6

林業職員が主に配属される
組織はコチラ！

総務部
･･･
･･･
農林水産部

紹 介
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職 場 紹 介

林務管理課

林

道（玖珠町）

高性能林業機械の導入

航空写真（３D）

森林GIS

普及員による研修会

林業専用道（竹田市）

担い手の確保・育成

森林・林業企画班

林業普及指導班

林道班

林業経営支援班

林業の大動脈としての林道を作る

働きやすく儲かる林業へチャレンジ

森林・林業分野のなんでも屋さん

現場と県庁のパイプ役

森林計画、森林資源情報の管理、
林業のとりまとめ

林業普及指導（林業・木材・椎
茸）、森林環境譲与税、職員研修

・森林ＧＩＳや森林の資源情報の管
理（閲覧・交付）を行っています。

・林業・木材・椎茸分野の新しい技
術や研究成果を普及するため、技術
指導や研修会を行っています。

・森林を後世に残すために、森林計
画制度を守ってもらうよう指導・助
言をしています。
・森林認証や森林吸収源対策並びに
次世代の大分森林づくりビジョンの
推進に取り組んでいます。
・県林政のとりまとめも担っていま
す。

・森林環境譲与税が大切に使われる
よう、市町村等と調整を行っていま
す。
・県職員や市町村職員等を対象とし
た林業技術専門研修の実施や、リク
ルート、インターンの受入を行って
います。

森林の管理や木材搬出の基盤となる
林道等の整備
・木材搬出の効率化を図るため、基幹
となる林道の整備に取り組んでいま
す。
・森林の管理や木材生産コスト低減の
ため、きめ細やかな林内路網（林業
専用道等）の整備に取り組んでいま
す。
・路網を自動で設計することができる
ソフトの導入・普及を進めていま
す。

林業経営や就労環境の改善を支援
・ガイダンスや林業研修など新規就業者
の確保と担い手の育成をしています。
・高性能林業機械の導入支援など儲かる
林業のしくみづくりを進めています。
・休憩施設の整備や安全装備の導入支援
など就労環境の改善と労働災害の防止
に取り組んでいます。
・経営指導など森林組合や民間事業体の
育成にも取り組んでいます。
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海外販路開拓の支援 ↓

職 場
紹 介
↑ 大型製材工場等の
施設整備の支援

品評会団体優勝の知事報告

バックホウを使った原木供給

乾しいたけ新ブランド
「うまみだけ」

生産施設整備が進む
菌床生しいたけ

林産振興室

スギ無垢乾燥材の利用による木造建築の推進
（昭和電工武道スポーツセンター）

木材振興流通対策班

椎茸振興班

建築物などを含めた木材利用の推進

質・量ともに日本一を誇る乾しいたけの振興

木材（丸太・製材品）の利用推進による木材産業（原
木市場、製材所、合板工場、バイオマス関係施設な
ど）の活性化
・木材の価値を高めるため、乾燥材やＪＡＳ材など高品質な製
材品の加工、供給体制の整備や大径材の価値向上に向けた製
材加工体制の整備を進めています。
・東京や福岡など大都市圏での製材品の販売促進や、北米やア
フリカなど海外需要の開拓により販路を拡大し、丸太や製材
品の輸出を進めています。
・木造建築を担う建築士の育成や木造ビルなどの建設推進によ
る木材需要の拡大に取り組んでいます。

ほし

乾しいたけの振興
・日本一の乾しいたけ生産を支えるため、機械化などによる省力
化や分業化を目指した原木供給を推進し、新規参入者の確保や
育成に取り組んでいます。
・乾しいたけの消費を拡大するために、新ブランド「うまみだ
け」を発売し、品種の特徴にあった料理の提案やオンライン料
理教室の開催など、SNSを活用したPR活動をしています。

生しいたけの振興
・希少価値のある原木生しいたけを、大消費地で販売促進してい
ます。
・菌床栽培の生産量を増やすために、施設整備を支援していま
す。
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職 場

渓間工→

紹 介
水源かん養保安林・保健保安林 兼種指定
（竹田市荻町大字陽目）

←山腹工と
地すべり防止工事

森林保全課
小学校への出前講座→
林地開発許可(太陽光発電施設)完了確認

林地保全班

治山班

森林の大切な公益的機能の守り人

山地災害から県民の生命・財産を守る

保安林の指定、許認可、林地開発許可

治山事業の推進

・森林の持つ公益的機能を後世に引き継ぐため、計画的な保安
林の指定を行います。

・「渓間工」「山腹工」等の治山工事を実施し、山地災害の未
然防止や被害箇所の復旧を行っています。

・保安林機能の維持のため、作業許可等の許認可事務を担当し
ています。

・工事の担当者は現場の指導監督を行い、品質の良い治山施設
が完成するよう努めています。

・保安林機能の増進のため、保安林の整備（改良・保育）を実
施します。

・小学生を対象として治山事業や山地災害の出前講座を実施す
るなど、仕事内容のPRも行っています。

・森林の無秩序な開発を防ぐため、林地開発許可制度に基づく
申請書の審査や現地指導等を担当しています。
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職 場

大分の森で
待ってるよ！

紹 介
森林づくり

森との共生
推進室
全国育樹祭
推進室

ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
もりりん

畑に設置された防護柵

ICTを活用したニホンジカ捕獲

1977年第1回育樹祭
（別府市志高湖畔）

森との共生推進室
森づくり推進班

森との共生推進室
森林環境保護班

全国育樹祭推進室
事業推進班

県民みんなの森林づくりを応援！

有害鳥獣から農林作物を守る

第45回全国育樹祭の準備

大分県森林環境税を活用して、県民
参加の森林づくりを推進

イノシシ、ニホンジカやサルなどに
よる農林作物等の被害対策

令和４年秋季に行なわれる第45回
全国育樹祭の準備・運営

・大分県森林環境税を財源とした森林づく
りを推進しています。

・農地・集落周辺の隠れ場やえさをなくすなどの集
落環境対策に取り組んでいます。

・開催に向けた実施・運営計画等を策定
します。

・企業やNPO 等の森林ボランティア活動
を支援しています。

・農地（田畑）や林地（植栽地など）に侵入防護柵
を正しく設置できるように指導をしています。

・子ども達の森林･林業教育を推進してい
ます。

・集落周辺に居着いたイノシシなどを効率良く捕獲
するため、ICT技術を用いたワナ等を推進してい
ます。

・環境緑化用苗木の交付や、貴重な銘木・
樹林の保護を行っています。

・捕獲する人（狩猟者）を確保・育成するセミナー
の開催やレディースハンタークラブの活動を支援
しています。

・キャンプやサイクリングが人気の「県民
の森」を管理しています。

・捕獲した鳥獣をジビエとして学校給食等で利活用
してもらいます。

・お手入れ会場の整備、樹木の管理を行
ないます。
・みどりの少年団の活動等の支援をしま
す。
・開催機運を高めるプレイベント等を行
ないます。
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職 場
紹 介
スギコンテナ苗の増産の推進

森林整備室

早生樹・エリートツリーの普及

県有林の主伐地状況（植栽のための地拵え状況）

造林・間伐班

県営林管理班

健全な森林をつくり、育てる

県営林の管理の担い手

造林や間伐などの森林整備の支援、災害に強い森林づ
くりの推進、早生樹・エリートツリーの普及、一貫作
業などの低コスト造林の推進

県営林の森林資源の造成及び林野の保全

・森林整備（造林、間伐、森林作業道など）の推進により、森
林の持つ多面的機能の維持、増進に取り組んでいます。

・土地所有者と県が分収契約を締結した森林を適正に管理し、
契約期限までに木材を売り払っています。

・県が所有する森林が、公益的機能を発揮できるように管理・
経営を行っています。

・災害に強い森林づくり事業による広葉樹林化などを推進し、
立木の河川流出や山腹崩壊の発生防止に取り組んでいます。
・早生樹・エリートツリーの普及を進め、育林経費の軽減や短
伐期施業の推進を図ります。
・主伐の拡大により再造林が増加していることから、主伐＋再
造林の一貫作業やコンテナ苗の増産を支援して、低コスト資
源循環型林業を推進しています。
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職 場
紹 介
企業技術研修

造林用優良品種の選抜

県産スギの強度性能評価

試験研究発表会

獣害防除技術試験

高品質乾燥材生産の技術開発

企画指導担当

森林チーム

木材チーム

研究ニーズの収集と成果の情報発信

森林造成・保護の技術開発

県産材需要拡大の技術開発

林業研究部

・森林所有者、林業事業体、関係機
関等から研究のニーズを聞き取
り、研究課題として整理します。
・研究の成果や最新の技術が現場で
生かされるよう、研修会や広報誌
で紹介しています。
・個別の技術支援や指導を行いま
す。

・スギや ヒノキの優良品種を選抜
しています。
・スギでは花粉の少ない品種で苗木
生産の周年化を研究しています。
・造林地のシカ被害を軽減するた
め、防除資材の試験を行っていま
す。
・ドローンの活用を関係団体と連携
して試験しています。

・増加する大径材の活用を進めるた
め、県産スギ大径材の有効利用や
大断面製材品の強度性能評価を
行っています。
・付加価値の高い乾燥材生産技術を
開発しています。
・木竹材の接着・塗装等の技術支援
や製材品・家具等の依頼試験を行
います。
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シイタケにも
品種があります。
乾用か生用か、
原木栽培か菌床
栽培かによって、
最適な品種や
育て方が異なり
ます。

職 場
紹 介
研究成果の
発表会

乾シイタケ栽培
技術の研究

林業研究部

きのこｸﾞﾙｰﾌﾟ
生産者のための
研修会

シイタケの
形質調査

企画指導担当

きのこチーム

研究ニーズの収集と成果の情報発信

きのこの新たな魅力発見や品種開発

・生産者から研究のニーズを聞き取り、課題として整
理します。

・収量を増やす栽培技術の確立や温暖化に適応した新
しい品種の開発など、これまでの技術を改善する研
究を行っています。

・研究の成果や最新の技術が現場で生かされるよう、
研修会や広報誌で紹介しています。
・きのこの栽培技術の現地指導を行い、特に新たに栽
培を始める人を支援しています。

・シイタケのうまみや機能性をわかりやすく数値で示
せるよう、試験研究を行っています。
・全国で唯一の都道府県のきのこの試験研究機関とし
て、有用きのこの遺伝子を収集しています。
・きのこを病害虫から守るため、発生調査や防除方法
を研究しています。
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職 場
紹 介
森林環境税を活用した森林教育

早生樹モデル林の設定

災害復旧工事

わな猟のためのｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ

高校生のための林業職場体験

林業専用道を使った木材の搬出

森林管理班

林業・木材・椎茸班

治山林道班

森林に関する許認可業務の窓口

森の恵みによる山村振興を支援

みんなの暮らしを守る治山・林道事業

・森林の適正な利用と管理のため
に、森林計画制度の運用、保安林
の指定や解除、林地開発の許可申
請の指導、県営林の管理などを
行っています。

・森林資源の循環利用のため、造林
事業、効率的な木材生産に必要な
森林作業道開設、林業機械や木材
加工施設、しいたけ生産施設の導
入などに対する支援を行っていま
す。

・豪雨等による災害を受けた山地な
どの復旧を行ったり、災害を未然
に防ぐ治山事業を実施すること
で、災害の起こらない山地にし、
県民の生命や財産を守れるよう取
り組んでいます。

・林業、木材、しいたけなどの産業
の振興のための普及活動や、林業
への理解を深めて貰うための職場
体験などを行っています。

・林業を行うための専用道路を新し
く作ったり、これまでに作ったも
のを直したりすることで、林業の
環境整備をしています。

各振興局

・鳥獣保護、狩猟、鳥獣被害対策な
どの野生動物の保護・管理に関す
る業務を行っています。
・森林環境税の活用、環境緑化、み
どりの少年団など、森林の活用に
関する業務を行っています。
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東部振興局

職 場
紹 介
各振興局の
特色

北部振興局
森林資源の豊富な中津市、しいた
け原木用のクヌギが多い豊後高田
市、ヒノキが多い宇佐市と、各市の
特色を活かした林業活動が行われて
います。
H29年に発生した九州北部豪雨等
の経験を生かし、計画的な治山事業
の実施や危険な場所を周知するため
のハザードマップの作成に力を入れ
ています。

周防灘海域に位置する姫島村、国
東半島のほぼ東半分を占める国東
市、別府湾に面する別府市、杵築
市、日出町からなります。
国東半島はクヌギ林を利用したし
いたけの原木栽培が盛んで、お隣の
宇佐地域とともに世界農業遺産の認
定を受けています。

中部振興局
県の人口の約50％が管内に集中
しているため、林地開発の件数、狩
猟者数、緑の少年団の団員数などが
多いことが特徴です。
都市部の人に林業への理解を深め
てもらうため、職場体験や木育も積
極的に行っています。
温泉地で有名な湯布院や関あじ・
関さばで有名な佐賀関も管内です！

西部振興局
県内で最も森林面積が多く、特に
日田市は有数の林業地として知られ
ています。
県産品の乾しいたけだけでなく、
生しいたけの生産も盛んです。
H29年の九州北部豪雨では山崩れ
や土石流等が発生し、下流域の人命
や財産に甚大な被害を与えたことか
ら、治山事業による山地の復旧や災
害に強い森林づくりを行っていま
す。

豊肥振興局

南部振興局

大野川の源流地域に位置し、久住
山系、祖母・傾山系の山岳地帯とそ
れに連なる丘陵地からなる森林地帯
です。

豊かな森林資源と国内有数の木材
加工施設を有する林業地域です。

県下有数の乾しいたけ産地として
生産量の維持・拡大に向けて積極的
に取り組んでいます。
火山地域特有の地質で、景観に配
慮した治山林道事業と自然にやさし
い林業基盤づくりを行っています。

スギの生育に適した温暖な気候を
活かし、伐期５０年のサイクルで主
伐と再造林を繰り返し、素材生産か
ら木材加工・流通・販売までの一貫
体制を構築する「佐伯型循環林業」
の推進に取り組んでいます。
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林業県大分で林業を
一緒に盛り上げて
いきませんか？
大分県で待ってるよ！
わからないこと 気になることは何でもお気軽にお問合せ下さい

問い合わせ先
大分県 農林水産部
林務管理課 林業普及指導班
電話：097-506-3828
FAX：097-506-1765
メール：a16050@pref.oita.lg.jp
HP ：
http://www.pref.oita.jp/soshiki/16050/
oitaringyousyoukai.html
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