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自分に誇れる

自分になるために

山と共に生きていく

かっこいい生き方ってなんだろう。

やっぱり、一生を尽くせる仕事に出会い、

全うすること。

これに尽きる。

それでいて自分自身が成長でき、

家族を幸せにして、

地元や環境問題にも貢献できれば最高。

山と木と自分と。

共に成長しながら生きていきたい。

そう思わないか？

INDEX



平成16年10月1日に旧邑智町と旧大和村の合併によって誕生した美郷町は、島根県のほぼ中央部に位置し、町内を中国地
方随一の江の川が大きく蛇行しながら貫流しています。江の川の沿岸部では、浸食によって形成された急峻で起伏に富んだ地
形になっており、その谷間や氾濫原に集落が形成されています。北西部には標高200ｍ前後の平坦地が広がり、南西部には標
高300ｍ前後の丘陵地帯が広がっています。また、東部には標高400～700ｍの急峻な山々が中国山地へと連なっています。

●地勢

美郷町の総面積は、28,292haで、森林面積はそのうち25,128haであり、
総面積の約89％を占めています。
そのうち、国有林は4,619haで約16％と国有林の占める割合が高く（県内
国有林面積の14％）、その分布は町の中心部以南に多く存在します。
民有林は20,509haで約72％を占めており、民有林における人工林面積
は8,389ha、人工林率は約41％となっています。
所有形態別に見ると、個人所有林14,397ha（約70％）、次いで島根県
林業公社分収林1,573ha（約8％）、旧緑資源機構（森林総合研究所）
1,277ha（約6％）、共有林534ha（約3％）となっています。
また、民有林のうち4,966haが保安林に指定されおり、水源かん養保安林
が4,038haと最も多いです。
民有林の所有規模は、1～3haの小規模の所有者が多く、森林所有者が
個人で森林を経営・管理することは非常に難しい状況にあり、集約化して
いくことが課題となっています。

森林整備の状況と課題

総面積は、282㎢で、島根県の総面積6,707㎢の4.2％に
あたります。江の川の沿岸部及びその支流の浸食によって
形成された急峻な地形が多いことから、総面積の大半を山
林が占めています。

●面積

気象は、山陰特有の低温多湿型で、年間の平均気温は
13.5℃程度、降水量は年間1,700㎜前後です。12月～3
月の初旬にかけて積雪があり、近年の最深積雪量は江の川
沿岸部で15㎝程度となっています。また、南部の高原地帯
では年平均気温が1～2℃低く、最深積雪量も江の川沿岸
に比較して多くなっています。

●気象
美郷町

美郷
町って

どんな
とこ

島根県
外の方

にとって
は、あま

りなじみ
のない町

かもしれ
ません。

しかし、
知れば

知るほど
奥の深

い、魅力
的なとこ

ろなんで
す!

四季折 の々美しい表情を見せる山の合間を流れる、

雄大な江の川。美郷町は自然豊かな町です。

かつては、舟運の要地として、

また日本最大の銀山であった「石見銀山」で

採掘された銀の輸送路として栄えました。

鮎やイノシシといった山川の特産品に恵まれ、

また、2019年に日本遺産認定された石見神楽を

はじめとする文化、伝統を今に受け継いでいます。
江の川と山並み

カヌーの里おおち

蟠龍峡

石見神楽

雲海に覆われる山

美郷町マスコットキャラクター
『みさ坊』

島根県

What kind of to
wn is Misato Town?
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伐採した木の残り、枝葉などを整える地ごしらえ。そ
れから苗木を植え付け。日照や通風を良くし、木を
少しでもいい状態に保つため除伐などを行いながら
木を育てていきます。

美郷の林業の発展のため、協議
会に所属する各企業・組合は互
いに交流を深めています。レクリ
エーション等を通じて情報の共有
や連携強化を図っています。

職場見学 親睦会意見交換会

れ
林業の仕事の流

育
て

、守
り、整え、そして売る

。

木を育てるために山の土壌を整える

トラックによって出荷された木材は建
材、堆肥、チップなどに加工されます。
工場では特殊な機械と技術によって自
然素材を生かした製品が誕生します。

木の良さを生かした
製品作りに誇りを持って

育った木を出荷するために伐採、集積、そして市
場で少しでもいい値がつくようにうまく造材する
必要があります。この作業は木を知り尽くした職
人の腕の見せどころでもあります。

魅力ある商品にするために
出荷準備をしていく

職場見学
・意見交換会・親睦会

循 環 型 林 業 の 実 践

市場

合板

製材

植える・育てる
●邑智郡森林組合美郷支所

●株式会社美郷フォレスト

伐 る

●山興緑化有限会社

利用する

エコ堆肥
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■森林組合の仕事
森林管理の担い手として組合員（山の持ち主）の要請に応えています。経営や補助制度情報の提供、
林業・整備事業、加工・販売事業など幅広く活動しています。

木を育てること、自然の中で働くことに魅力を感じて入所しました。現在は山に
入り下刈り、除伐、枝打ち、間伐など、木と山を育てる仕事をしています。自分
が植え、苦労して育てた木が大きくなったところを見た時はやはり嬉しいです
ね。整備した山を見た時も達成感を感じます。山の中で暗くなると作業できま
せんから、計画的に効率よく作業を進められるよう気を付けています。

邑智郡森林組合美郷支所

中村 進一さん（入社21年目・美郷町出身）

地道な作業の積み重ねが山を育てる

林業は日が暮れると作業ができません。
つまり残業がなく、生活が規則正しくなる
こともこの仕事の良さのひとつですね。
仕事の後や休日は、なるべく子どもの部
活などの練習試合の付き添いや送迎を
し、家族との時間を大切にしています。将
来、子どもたちが林業に興味を持ってく
れるように、私も自分の仕事に誇りを持
ちたいと思っています。

邑智郡森林組合
美郷支所

地 元 の自然を守り育てていく
使 命を感じて

邑智郡森林組合美郷支所 支所長
牧田 洋平

INTERVIEW

私たち邑智郡森林組合は、地元の森林を「伐って、使って、植えて、育てる」事業を中心に、循環型
林業の実現に向け取り組んでいます。特にこれからは「植えて、育てる」という保育事業に力を入れ
ていきたいと考えています。保育事業を進めるにあたり山林所有者へこうした事業をもっと提案して
いく必要があり、そのための補助金申請などを行うのも私たちの仕事です。
森林保全は短期間でできる事ではありません。まず植え付けをした後、5年後に下刈り、６～10年に
除伐、15～20年でようやく木材として出荷できます。一生懸命に手を入れ、少しずつ木が大きくな
り、山が美しく保たれていく様子は感慨深いものがあります。だから、ここで働く人は山が好き、自然
が好き、木が好きな人がいいと思います。私たちと一緒に山を守っていきましょう。

山の中で充実感と達成感を感じながら

木を育て、山を育てる。おのずと人も育つ

中村さん
の1日

邑智郡森林組合の管内は、邑智郡内３町と江
津市桜江町の４町の江の川流域の森林地帯。
スギ14%、ヒノキ19%、アカマツ12％で残りの
ほとんどが広葉樹です。適正な保育と提案型集
約施業、コスト削減を進め組合員への利益還
元を目指しています。

現場技術員
現業職員 17名

事務職員 6名 発注書、申請書、入札書、計画書などを
作成・提出する事務作業。縁の下の力持ち。

●邑智郡森林組合について●邑智郡森林組合美郷支所の職員構成

雑草木の刈払、末木枝条の整理、片付け等
を行います。

地こしらえ1

苗木を植えます。1haあたり2,000～3,000本
植えていきます。

植え付け2

5年生以下の植栽木に対し、成長の妨げにな
る雑草木を除去します。

下刈り3

6～25年生の植栽木に対し、目的樹種以外
の不用木、目的樹種の不良木を除去します。

除伐4

6～60年生の植栽木に対し、成長に応じて段
階的に枝を伐っていきます。

枝打ち5

目的樹種の不良木を30％以上、伐採します。

間伐（切り捨て）6

実際に山に入り、木の手入れをしていく
技術者。自然の中で仕事ができます。

植える・育
てる

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
業務開始 業務終了

起床 現場へ通勤
スポ少や部活の
付き添い、送迎 就寝夕食・入浴昼食・休憩
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木、山といった自然を相手に仕事をすることが好きな人。そしてできれば家族を持って、ここ美郷
町に定住してくれる人がいいですね。仕事をする上で家族の存在は大きいもの。仕事に対する
心構えや、暮らしぶりに安定感が生まれるはずです。

■造材はグラップル＋チェンソー
グラップルとは先端が爪のような形をしており、木を掴むことに特化した重機
です。チェンソーで伐採した木を、グラップルで掴んで持ち上げ、トラックなど
に積み込みます。このグラップルは、土砂災害などがあった時も倒れた木の
撤去などにも使われています。

■１本１本を大切に、木取りには自信あり
伐採した木は、丸太の状態を加工して市場に出荷します。木が
育った場所や年数などによって１本１本の木は性質が違うため、
用途を決めて製材をします。これを「木取り」と言います。木目の
出方、節などを見ながらより価値の高い木取りをしていきます。

■年間取扱量は約8,000t
美郷フォレストでは年間で約8,000tの取引をしています。針葉樹
は主に合板などに加工され建材に、広葉樹は製紙用、木質バイ
オマスなどに使われています。輸入材に負けないよう国内生産の
拡張を目指しています。

株式会社美郷フォレスト

『 好き』という想いを胸に、
今日も木と向き合う。

株式会社美郷フォレスト
代表取締役
藤田　司

一緒に働くなら木が好きな人がいいですよね。私は23歳からずっとこの仕事をしています
が、どんなことがあっても現在まで続けているのは、やはり木が好きだから。どんな仕事だっ
て、『好き』という感情がないと仕事は楽しめないでしょう。
山での作業は2人1組、それに私か父のどちらかが加わります。山林の立木を購入し、伐
採、搬出、造材して木材市場等に出荷するのが私たちの仕事。木は主にスギ、ヒノキなど。
いい木が手に入ったらどう伐採、造材すれば良い値が付くのかを判断して造材するのが私
の腕の見せ所ですね。スギやヒノキなどの針葉樹は主に建材に、広葉樹は木質バイオマ
ス、製紙用に加工されています。
木材は今、輸入物も多いのですが、やはり私たちは国産材の良さを伝えていきたい。『風
土』という言葉があるように、日本の住まいや建造物は地元で育った木を使うことが、その
土地の気候や条件に合うものだと信じています。そうして日本の、島根の林業市場が活性
化していくことを願っています。
実は、90歳を超えた私の父は今も山に入っています。それこそ山や木が好きだから続けら
れるんでしょうね。一生を賭けてできる仕事があることは素晴らしいなと、父を見て思います。

地域や家族に喜ばれる仕事を選びたい

こんな人材が
欲しい！

木には多くの魅力があります。特に木目は美しさだけでなく、
その木の生い立ちや育った環境などの情報が詰まっていま
す。私たちの仕事はそれを読み解き、その木に合った生かし
方をしなければなりません。いい木を見極めて、安全・迅速に
伐採・搬出していくのが私たちの仕事。木と森を守りながら
美郷町の林業の活性化を担っています。

グラップル

木を見極める。それが私たちの仕事

伐 る
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4
小割カッター
大径木・
根株小割

■運送課

■木質バイオマス燃料

■小松地工場・浜原チップ工場 廃
棄
物
処
理
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル
ま
で
一
貫
体
制

受注した山や工事現場の樹木の
伐採作業を行います。チェンソーや
ハーベスタで伐った樹木をスイング
ヤーダやバックホウで集積をします。
用途に応じて整木します。

山や工事現場で集積された木
材をトラックに積み込み、工場
へ運搬します。木材のボリュー
ムによっては現地破砕を行い
工場へ運ぶこともあります。

近年、化石燃料にかわる資材としてバイオマ
ス燃料が注目されています。製造には高度
なチップ生産技術が必要とされます。最新鋭
のチップ製造機と徹底した品質管理体制で
高品質な製品を提供しています。

以前、造林の仕事をしていた関係で、友人に紹介してもらい入社しました。
現在は山で木を伐採、集積しています。伐採したスギ・ヒノキは、合板材に加
工する工場へ出荷したり、自社でバイオマス燃料用チップに加工しています。
毎日天候や現場の状況が違う仕事なので、効率よく事故の無いように作業
を進めるのが私の仕事。山の現場は毎日正解がありません。だから余計に面
白いのかもしれませんね。

最新の設備と技
術で、伐採木や根
株、建築の木くず
まで、用途や目的
に合わせたサイズ
になるようチップに
していきます。

山興緑化有限会社　山林課

伊竹 宏人さん（入社7年目・美郷町出身）

職場の仲間たちと

4インチ破砕

木質バイオマス燃料

森林資源を活用した幅の広い業務に対応する重機

江津バイオマス発電所へ

仕事はよほどの悪天候でなければ毎日山
に入ります。3人1組のチームで互いにア
ドバイスをしながら安全と効率を優先して
作業。休日は2人の子どもや妻と過ごす
ことが多いですね。自治会や消防団、子
ども会といった地元の行事にも積極的に
参加しています。たまに友人たちと愛車
のハーレーでツーリングすることもあるん
ですよ。

山興緑化有限会社

樹 木 の 新たな可 能 性を、
一 緒に探していこう

山興緑化有限会社 代表取締役
河村 健司

■山林課

INTERVIEW

産業廃棄物として発生する樹木の伐採・集積・収集運搬・破砕（中間処理）・発酵作業を経て堆肥化まで一貫
体制で行い、「土から生まれたものは土へかえす」をモットーに循環型社会に貢献しています。製造している土壌
改良材「バーク堆肥」は当社の代表的な製品です。また、購入した木材や自社で素材生産した木材は、紙製品
のためのパルプ用チップや、バイオマス発電燃料用木質チップに加工し販売。合板工場・製材所・市場への
出荷をしています。このように木材の特徴を生かして様々な用途に利用・加工することを得意としています。
環境マネジメントシステム「エコアクション21」の認証・登録も受けており、「稚鮎の放流」、「自社山林の植林作
業」、道路清掃などの「環境活動」、「環境教育」を行っています。活動を通して地域や社員の家族とのつながり
を持つことで、美郷町の活性化に貢献しています。私たちと一緒に身体を動かしながら美しい美郷町を守ってい
きませんか。

チーム
一丸。

毎日正
解のな

い仕事

だから
面白い

！

樹木を土に還す、資源循環型社会に貢献

1/2インチ破砕 2インチ破砕

1

3

7

6

抜根・伐採

完全熟成
堆肥

切り替えし
発酵

2
現場集積

5
破砕

伊竹さん
の1日

チップ
植栽マルチング

8
リサイクルプラント
バーク堆肥法面
緑化基盤材

中
間
処
理

9
堆肥完成

10
畑、野菜
等の緑の
土壌へ

中国地方トップクラスの
木くず処理能力

利用する

産業廃棄物
処分業許可

産業廃棄物
収集運搬業
許可

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
業務開始 業務終了

起床 通勤 帰宅 就寝入浴・食事昼食・休憩
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美郷町定住ポイント制度

住みやすい町、
子育ての町。

住実暮らし
じゅう

令和3年度 美郷町定住推進事業

平日は18時、長期及び土曜日は8時～18時まで開設。利用料
は無料。

●放課後児童クラブ
町の事務所や保育園にて1日1,000～2,000円にて病
後児保育を実施。1歳以上の在宅児や小学生も対象。

●病後児保育

療育を必要とする児童に向け、病院への通院費助成。特別支
援学校への通学支援。

●療育支援

不妊治療の一部助成。妊婦健診14回分及び妊婦健診通院費
を助成。妊婦の歯科検診を全額補助、産婦健診2回分助成。

●妊産婦のケア

自宅からオンラインで小児科医、産婦人科医、助産師への相談
が無料。

●小児科・産婦人科オンライン相談

食材費の30％を助成。 1食：小学校200円、中学校220円
●学校給食費の軽減

定期バスを利用する小・中学生のバス料金を全額補助。
●通学支援

●美郷町へ転入した方
で、過去5年間美郷町
に住民登録されていな
い40歳以下の方

ご結婚で
5万ポイント

転入で
10万ポイント

お子様の
誕生で

30万ポイント

概ね40歳以下の夫婦で小学生までの子ども（妊娠中も可）を
持つ子育て世帯のための住宅（20年以上の定住が条件）

美郷町ではUIターン希望の方に対し、

総合的な定住支援を行っています。

家計の負担が少ない子育て環境や

地域の特性を生かした教育環境の充実にも

取り組んでいます。

若者定住住宅 家賃3万

令和3年度から制度が新しくなります！

じつ

就職で 
20万（町内）
または

10万（町外）
ポイント

■新築3LDK・木造平屋一戸建（床面積95㎡、宅地面積400㎡）
■《家賃》3万円／月

20年住めば住宅を無償譲渡・25年住めば宅地を無償譲渡

美郷町内に住所を有する40歳以下で、住宅改修後5年以
上、当該住宅に居住する場合、改修費の一部を助成します。
（UIターン後1年間は年齢要件なし）

定住者用住宅改修事業 限度補助額50万

■住宅の改修費用が30万以上
■補助対象経費の1/2以内（上限50万）
■改修を行う施工業者が町内事業所

既存建物の解体撤去費用：
解体撤去補助金 最大200万円

■解体後、土地の売買・新築住宅建築が成立している物件
■申請者は、既存建物解体後、土地を売る意思があり、買い主がいる場合

住実暮らし新築等住宅補助金等
❶解体のみ ❷解体+土地購入+新築 ❸土地購入+新築
❹新築

子育て
について

教育
について

誕生から義務教育が終了するまで医療費が無料。
●子どもの医療費無料

第1子から無料。3歳児以上は給食費も無料。
●保育利用料・給食費無料

新生児聴覚検査の全額助成。乳児健診に2回分の助成。
●新生児・乳児のケア

詳細は 美郷町役場美郷暮らし推進課まで TEL 0855-75-1212

小中学生全員にタブレット完備。教室にはWi-Fiと電子黒板を整備し、
最先端のICT教育を推進。

●ICT教育

中学生に向けて町内2ヵ所で週2回、受講料無料の塾を開設。
●公営塾の開設

2万pt × 5年間

●美郷町在住で結婚され
た50歳以下の方
●ご夫婦１人ずつにポイン
トを付与します。
●初婚再婚は問いません。

5万pt 一括で付与

●お子様が誕生された方
●お子様の誕生1人につき、
ポイントを付与します 。

6万pt × 5年間

●40歳以下で、転入し就職
された方
●町内在住で新卒等の後1
年以内に就職された方 

4万pt × 5年間（町内）
2万pt × 5年間（町外）

●ハローワークを通じて該
当する資格を必要とす
る美郷町内事業所へ就
職し、5年以上就業を希
望する方
※令和3年度
　 【看護師・介護福祉士】

有資格者の方へ
100万
ポイント

20万pt × 5年間

みさとと。Pay レジデントカード（町民用カード）に付与するウリ!
※1ポイント＝1円
※同じ内容での申請は一度限りです。
※各事象発生日から1年以内に申請してください。
　（例）転入ポイント：転入日から1年以内に申請

いずれの場合も新築住宅建設をする（する方がいる）ことが条件です。

町内事業所活用の場合：1/2または上限200万円のうち比較して少ない方
町外事業所活用の場合：1/2または上限100万円のうち比較して少ない方

新築住宅建設補助金等 最大250万ポイント子ども3人
の場合

美郷町内の土地を購入費用：1/2または上限50万円のうち比較して少ない方
土地購入補助金等 最大50万ポイント

■土地購入後、新築住宅建築が成立していること
■申請者は、対象の土地が３親等以内の親族の所有する土地を購入をする場合は対象外

建築費用：1/10または上限100万円のうち比較して少ない方

■申請者は、町内に住所を有する40歳以下の方又は転入時に
　おいて過去３年間住民登録されていないUIターンの方
■補助金交付決定後10年以上当該住宅に居住すること

新築
（解体・土地購入）

加
算
要
件

●子ども1人につき20万円（第3子まで）、1人30万円（第4子）、1人
につき50万円（第5子以降） ●転入20万円（転入から2年以内） 
●3世代同居20万円 ●町内事業所活用50万円
例）新築費用100万円+子ども3人60万円+転入20万円+
　  3世代20万円+町内事業所50万円=250万円
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美郷町林業推進協議会
森 で 切 り 拓 け 、未 来 。　

いい木
になり

やがっ
て。

■山興緑化有限会社
〒696-1135 島根県邑智郡美郷町小松地320

TEL 0855-77-0035（代表）　FAX 0855-77-0135
MAIL info@sanko-ryokka.com
https://sanko-ryokka.com

お問い合わせ先

■株式会社美郷フォレスト
〒699-4702 島根県邑智郡美郷町上川戸162

TEL・FAX 0855-75-0924お問い合わせ先

［本所］TEL 0855-72-0277（代表）　FAX 0855-72-0624
［美郷支所］TEL 0855-75-0032（代表）　FAX 0855-75-0312
http://www.oochi-shinrin.or.jp

お問い合わせ先

■邑智郡森林組合
［本所］〒696-0003 島根県邑智郡川本町大字因原66
［美郷支所］〒699-4622 島根県邑智郡美郷町久保154

美郷町林業推進協議会

お問い合わ
せ先


