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プレスリリース 平成２６年９月４日

公 益 社 団 法 人 国 土 緑 化 推 進 機 構

全国の「森の名手・名人」が選ばれました！
～平成２６年度「森の名手・名人」の選定結果について～

国土緑化運動の一環として我が国を代表する文化人等を結集し、森を護り、育て、その恵みを生かし

て持続的に循環させていくことの重要性を広く訴え、社会一般が更に森林と向き合っていく気運を醸成

することを目的に、平成１４年１１月、「もりのくに・にっぽん運動」が開始されました。

公益社団法人 国土緑化推進機構では、この「もりのくに・にっぽん運動」のリーディングプロジェクトとして、平成

１４年以降、森に関わる樵、炭焼き、木地師、大工、椎茸生産等の生業において、優れた技を極め、

他の模範となっている達人を「森の名手・名人」として、毎年選定を行っています。

この度、新たに６４名を「森の名手・名人」として選定しました（別紙１）。造林手、山行
苗木生産のほか、漆掻き、木地師、銘木製材、紙漉き、木数珠づくり、太鼓づくりなど、
多岐にわたる森の名人が選ばれました。全国の名人は、下記のサイトに掲載しています。

新たに選ばれた「森の名手・名人」には、「聞き書き甲子園」に参加している高校生たちからの「聞き書

き取材」等に御協力いただくほか、全国各地で開催する緑化関係イベント等にも御参加いただき、その

優れた知恵や技を御披露していただく予定です。

＜「もりのくに・にっぽん運動」メッセージ＞

日本の森は、古くから人々のたゆまぬ努力により護り、育てられ、

その恵みが利用されてきました。そこには、さまざまな知恵や技に支えられた

人々の営みがありました。

持続可能な地球環境を維持するための行動が求められる今、先人たちから

受け継いだ 自然と共に暮らす知恵や技を改めて見出し継承することを通じて、

人と自然が共生する価値観とライフスタイルを提案していきたいと思います。

この取組のひとつとして、「森の名手・名人」「海・川の名人」の知恵、技、

人となりにスポットライトを当てて、社会に生きる様々な人達が、自然と共存

する暮らしを自らの問題として捉え、行動するきっかけづくりを行います。

「もりのくに・にっぽん運動」は今、もう一つの社会起こしをはじめよう

としています。

（公社）国土緑化推進機構 電話：03-3262-8457（石井、箕輪）

「森の名手・名人」

ＴＯＰページ
www.kyouzon.org/

ここをクリック

全国の「森の名手・名人」（過年度選定）は、下記ＵＲＬで確認できます。

http://www.kyouzon.org/case/map/



［別紙1］

番号 都道府県 市町村 部門 生業等 氏 名 性別 年齢

1 北海道 函館市 森づくり 造林手 澤村 敏雄 男 85

2 北海道 雨竜郡雨竜町 森づくり 道具改良 畠山 寿市 男 74

3 北海道 留萌郡小平町 加工 炭焼き・炭窯づくり 落田 勝幸 男 76

4 北海道 北見市 加工 組子細工職人 木下 和幸 男 65

5 青森県 上北郡おいらせ町 加工 木工職人 工藤 智康 男 56

6 岩手県 二戸市浄法寺町 森の恵み 漆掻き 工藤 竹夫 男 72

7 岩手県 九戸郡洋野町 加工 炭焼き・炭窯づくり 横小路 勝男 男 56

8 宮城県 登米市津山町 森の恵み 農林業（山葵生産） 堀田 公雄 男 62

9 秋田県 湯沢市 森の恵み 狩猟（マタギ） 菅 詔悦 男 70

10 秋田県 由利本荘市 加工 木工芸 佐藤 咲夫 男 64

11 茨城県 那珂市 森づくり 苗木生産 大森 三男 男 67

12 茨城県 石岡市 加工 矢師 小池 和義 男 63

13 茨城県 石岡市 加工 焼杉木工細工 福田 弘 男 74

14 栃木県 下野市 森づくり 苗木生産 池田 肇 男 71

15 群馬県 多野郡神流町 森づくり 運搬集材 江原 七太郎 男 70

16 埼玉県 東秩父村 森の伝承文化 紙漉き 根岸 光一 男 81

17 埼玉県 秩父郡小鹿野町 森づくり 架線集材・造林手 森越 勝治 男 82

18 千葉県 館山市 森づくり 伐採・造材 加藤 良壽 男 79

19 千葉県 香取郡多古町 森づくり 大径木伐採 冨澤 憲治 男 65

20 東京都 あきる野市 森づくり 林業 小机 篤 男 66

21 神奈川県 小田原市 森づくり 製材工 大山 謙司 男 62

22 新潟県 村上市 加工 塗師 小田 和生 男 67

23 新潟県 妙高市 森の恵み 山村食文化の伝承 山川 藤茂 男 68

24 富山県 氷見市 森の恵み 椎茸・筍の加工・販売 井山 隆信 男 60

25 石川県 金沢市 森づくり 林業（素材生産） 戸田 一夫 男 70

26 石川県 輪島市 森の恵み シイタケ栽培 表 庄三 男 74

27 福井県 大飯郡おおい町 加工 炭焼き 木戸口 武夫 男 54

28 長野県 木曽郡大桑村 加工 木楽器製作 羽根 正熹 男 74

29 長野県 北安曇郡白馬村 森づくり そま師(造林手) 田中 要 男 65

30 長野県 松本市 森づくり そま師(樵) 柳沢 英治 男 73

31 岐阜県 岐阜市 加工 彫刻師 浅野 貞夫 男 68

32 岐阜県 美濃市 森の伝承文化 紙漉き 石原 英和 男 79

33 静岡県 静岡市葵区 加工 指物師 大間 悠司 男 79

34 静岡県 掛川市 加工 建具職人 佐次本 武司 男 65

35 愛知県 豊橋市 森の恵み きのこ生産 森 不二雄 男 79

平成２６年度選定 「森の名手・名人」一覧



［別紙1］

番号 都道府県 市町村 部門 生業等 氏 名 性別 年齢

平成２６年度選定 「森の名手・名人」一覧

36 三重県 北牟婁郡紀北町 加工 鋸鍛冶 板垣 功 男 86

37 三重県 多気郡大台町 加工 木製品づくり 廣田 利夫 男 76

38 三重県 四日市市 加工 木地師 森島 辨三 男 83

39 滋賀県 東近江市 加工 木地師 小椋 昭二 男 63

40 滋賀県 近江八幡市 加工 木珠づくり 川﨑 孝雄 男 59

41 兵庫県 丹波市氷上町 加工 建築大工 杉上 規倫 男 72

42 奈良県 山辺郡山添村 加工 竹細工 浦嶋 正幸 男 85

43 和歌山県 橋本市 森づくり コウヤマキ栽培 中谷 荘吾 男 88

44 鳥取県 西伯郡伯耆町 森づくり 苗木生産 白根 暢之 男 74

45 鳥取県 日野郡日南町 加工 太鼓づくり 大柄 重人 男 52

46 島根県 安来市伯太町 森づくり 造林手 安野 豊昭 男 68

47 岡山県 勝田郡奈義町 森づくり 種苗生産 長畑 州三 男 63

48 広島県 三原市大和町 森づくり 苗木生産 神頃 宗男 男 81

49 山口県 美祢市美東町 森づくり 造林手 岩本 三芳 男 78

50 香川県 さぬき市 森づくり 苗木生産 木村 富子 女 64

51 香川県 高松市 加工 菓子木型職人 市原 吉博 男 68

52 愛媛県 大洲市 森の恵み シイタケ栽培 大成 豈功 男 66

53 愛媛県 今治市玉川町 森の伝承文化 草木染 山本 眞知子 女 77

54 高知県 幡多郡黒潮町 森の伝承文化 紙漉き 中嶋 久実子 女 53

55 福岡県 築上郡上毛町 森づくり 造林手 三田 実 男 77

56 福岡県 八女市立花町 森の恵み タケノコ生産 野中 裕政 男 69

57 佐賀県 唐津市相知町 森の恵み シイタケ栽培 原 二三夫 男 63

58 長崎県 佐世保市世知原町 森づくり 伐木・運搬集材 前田 泰男 男 66

59 熊本県 人吉市 森の恵み タケノコ生産 段村 憲一 男 67

60 大分県 佐伯市 森の恵み シイタケ栽培 岡田 重徳 男 63

61 大分県 国東市武蔵町 森の恵み シイタケ栽培 清原 米蔵 男 67

62 大分県 津久見市 森の恵み シイタケ栽培 黒田 面一 男 79

63 大分県 臼杵市野津町 加工 大工（棟梁） 上野 治敏 男 69

64 宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 森の恵み シイタケ栽培 甲斐 満雄 男 72


