
平成２８年２月１２日(金) １３：００〜１７：００	

場所：千葉県柏市柏の葉５−４−６	 

　　　東葛テクノプラザ 第３会議室	 

１．講演（１３：３０～１６：００）　　受付開始：１３：００

（１）  挨拶　　株式会社つくば林業　代表取締役　　松浦  晃

（２）  基調講演　：　竹ってどんな植物？　竹の種類・生態・管理について

　　    東京大学生命科学科付属演習林千葉演習林　助教　　久本  洋子

（３）  千葉県の竹林面積計測結果　　　　　

　　    千葉工業大学工学部Ｍ１　　大竹  洋平

（４）  竹林整備活動の現状と新炭化器による竹炭製造コストの低減結果

　　    NPO法人竹もりの里　理事長　　鹿嶋  與一

＜休憩＞　

（５）  竹炭による土壌改良実験結果

　　    NPO法人K-BETS　理事　　篠崎  正利　　　　　　　　　　　　　　　

（６）  『やってみなけりゃ分からない』  放置竹林整備

　　    牛久市在住　　宮本

（７）  全国の環境森林税導入状況　

　　    NPO法人K-BETS　理事　福島　巌

２．名刺交換・竹炭普及会員募集（１６：００～１６：３０）

竹炭シンポジウム  in    

･････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
【主催】　特定非営利活動法人竹もりの里	

　　　　 　特定非営利活動法人蔵前バイオマスエネルギー技術サポートネットワーク（略称：K-BETS） 
【募集人数】　普及会+先着20人 
【受講料】　無料 

〜竹林整備問題の解決策〜

【お申込先】	 ＮＰＯ法人竹もりの里	 

E-MAIL	 ： info@takemori.org	 
TEL：0475-47-4348　／　FAX：0475-47-4413	 

申込〆切は２月３日	

2015年度　東京ガス環境おうえん基金　助成事業

･････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

（兼）第１回竹炭普及会（茨城）	



竹炭シンポジウム in 東葛 

 

開催のご挨拶 

 

 株式会社つくば林業 

松浦 晃  

 

みなさんこんにちは。  

茨城県南部で素材生産を中心とした林業を営んでいる、株式会社つくば林業 

の松浦 晃と申します。 今日ここに立たせて頂いたご縁は、今回のシンポジ

ウムに先立ち、大多喜で K-BETS 理事篠崎様との出会いです。千葉県と茨城県

にも活発に活動されている方がいらっしゃることなどを聞き、竹問題にどう対

応したらいいのかを悩んできた者にとって、とても朗報でした。  

さて、ご存じのように、千葉県だけでなく茨城県も同様に、ほとんどの方が

竹の始末に困り、一部の意識の高い人たちだけが、その美化や処理をしている

のが現状です。 林業家としては、竹と針葉樹の共生をどうするか、美林として

竹林を残すには、 等の課題に取り組んできましたが、竹の文化の衰退などによ

り、竹はどうしても厄介者のレッテルが大きくなってきています。 

 以前より竹や木、椰子の炭化などいくつか案件として抱えては来ましたが、 

大多喜町での竹炭製造デモンストレーシンを見たとき、これなら行けるなと感

じました。  

茨城県石岡市というところでカーボンオフセットを行ない、森林資源の有効

活用のためのサプライチェーンの構築を図り、ペレット工場の誘致や協力、さ

らにはバイオマス発電などを進めてきましたが、この竹炭もこの流れに乗せ、

日本唯一の持続 的資源としての森林資源として活用し、それに従事する雇用

の促進を進めたいと思っています。  

具体的には、いくつかルートづくりをしていますが、問題点は製造コストで

す。今後はこれをどうすればいいかを重点に課題克服していき、持続可能 な

資源活用と地域活性化と限界集落の対策、笑顔と人のあふれる、しあわせの 

ある山村づくりに励んでいきたいと思っておりますので、皆様どうぞよろしく 

お願いいたします。 
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竹炭シンポジウム in 東葛 
 

竹ってどんな植物？竹の種類・生態・管理について 
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林千葉演習林 助教  久本洋子 

 

 
 

１．タケの生物学的特徴 
  ① タケってどんな生き物？   
    ・地下茎で繁殖する 
    ・タケノコの旺盛な成長  
    ・一斉開花枯死する 
  ② タケは何の仲間？ 
  ③ タケは何種類あるの？ 
  ④ タケとササの違いは？ 
  ⑤ タケは木なの？草なの？ 
  ⑥ タケの寿命って？ 
 
2．竹と日本人の関わり 
  ① 日本の文化となりわい 
  ② 日本三大有用竹 
  ③ 竹林の分布と利用変遷 
 
3．放置竹林問題 
  ① 竹林の放置と拡大 
  ② 放置竹林がもたらす問題 
  ③ 竹林拡大の要因 
  ④ 竹林の駆除 
    ・稈の伐採による除去 
    ・薬剤による枯殺 
  ⑤ 伐採した竹材利用の課題 
    ・伝統的な利用の見直し 
    ・竹材の新しい利用 

  
＜まとめ＞ 

タケ類はタケノコで旺盛に繁殖し、地下茎で拡がる。数十年に一度、一斉開花枯死する。 

日本人は竹と密接な関係（なりわい・文化）があったが、近年竹を利用しなくなった。 

社会的背景とタケの生物学的特徴から、竹林拡大が問題になっている。 

全国で放置竹林対策が実施されているが、駆除および利用の課題が残されている。  
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竹炭シンポジウム in東葛  

千葉県の竹林面積測量結果 

千葉工業大学大学院 生命環境科学専攻 社会圏環境研究室 大竹洋平 

 

 

竹林面積の把握方法 

①植生調査情報 

環境省 自然環境局 生物多様性センターの植生

データを利用した。 

②GISを用いて面積把握 

 GIS を用いて竹林面積および分布の把握を行った

(図 1)。 

竹林面積の把握結果 

竹林面積の分析を行い千葉県の市町村を10個の地

区に分けて竹林面積の示した(表 1)。 

千葉県の平成 26 年度森林・林業統計書の竹林面積

と比較すると約 1.3 倍の差が確認された。 

 

まとめ 

千葉県内の竹林面積および分布の把握を行った。全

体で 7263haの面積が確認できた。しかし、十分に把

握しきれていないため更なる分析が課題である。 

図 1) 千葉県における竹林分布 

表 1) 竹林面積の分析結果 
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千葉県長生郡市における竹林整備活動と大型炭化器による竹炭づくり 

NPO法人竹もりの里 鹿嶋與一 

１．竹林整備活動状況 

長生郡市の竹林は平成 24 年度森林林業統計によると森林面積９０１５ha で２９８ha

（３.３％）が竹林となっている。その殆どが民有林であり、放置された状況となって

いる。NPO法人竹もりの里は平成２２年２月活動以来、約１０haの竹林整備を実施し

た経験を踏まえ、貴重なノウハウを取得するこ

とができた。広範囲な整備は多くの労力を要す

るため、地元住民と都市住民が共同で竹林整備

を行っている。平成２３、２５、２７年度の緑

の募金事業に採択され、第３土曜日を竹林整備

デーとし、放置竹林整備を３７回実施してきた。 

２．竹林を整備する労力について 

荒廃竹林は立ち枯れ、倒伏した竹、散乱した枯れ竹を整

備するだけで綺麗な竹林に蘇る。 

整備チームは連携できる３人以上が効率的で、荒廃した

竹林を人力で整備した場合１５０人工／ha 以上が必要、

竹林整備可能面積は約２０坪／人・日である。 

３．竹炭を農業用土壌改良剤として普及させるために 

農業用土壌改良剤として活用するためにはコスト低減が絶対条件で、竹林整備しながら

低コストでつくる方法を開発した。荒廃した竹林には無数の枯れ竹が倒れ、足の踏み場

もなく身動きの取れない状況である。この枯れ竹は乾燥して水分率が低く、燃焼させる

と良く燃え、筒状であるため空隙率が高く、短時間に焼却することができる。従来の炭

窯での竹炭つくりは微妙な温度管理のもと時間を要し、大量の炭はできずコスト高とな

っていた。 

４．野焼きと無煙炭化器の燃焼比較実験結果 

５．大型炭化器による炭つくり実験結果 

 製炭量 乾燥重量 点火～消火迄の時間 

１回目 880L 264kg ３時間００分 

２回目 1140L 342kg ４時間３０分 

３回目 1050L 315kg ３時間１５分 

 
燃焼竹 燃焼ｈ 乾燥炭 製炭率 燃焼℃ 

野焼き 300ｋｇ 60 分 60ｋｇ 20.0％ 750℃ 

炭化器 300ｋｇ 75 分 98ｋｇ 32.8％ 650℃ 
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竹炭製造作業(ビデオから写真抜粋) 

Ｋ－ＢＥＴＳ理事 福島 巌 

日時：２０１５年１２月１７日  ビデオ撮影：福島 

場所：千葉県長柄町   作業：ＮＰＯ法人竹もりの里、ＮＰＯ法人Ｋ－ＢＥＴＳ 

炭化器：開放式大型可搬炭化器（実用新案特許登録第３２００８５０号） 

   

写真１ 炭化器の組み立て         写真２ ２カ所の焚き付けに点火 

   

写真３ 点火後２０分の燃焼状況      写真４ 燃焼完了 

   

写真５ 高圧ポンプ水で消火開始      写真６ 完全消火し計量、袋詰めへ 

 

①準備：0.5ｈ        ○Ａ作業：３人（並行して竹の伐採作業も可能） 

②燃焼：３ｈ         ○Ｂ竹材：１０００ｋｇ 

③消火・袋詰め：１ｈ     ○Ｃ竹炭：湿潤状態３００ｋｇ（容積１０００ℓ） 

④片付け：0.5ｈ       ○Ｄ寸法：３０ｍｍ以下が主体 

⑤合計：５ｈ         ○Ｅ水量：５００ℓ 
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「竹炭による土壌改良実験結果」 NPO法人 K-BETS理事：篠崎正利 

「２０１５年度生態工学会年次大会資料：竹炭の土壌改良効果について」より 

○篠崎正利（K-BETS）、鹿嶋與一（竹もりの里）、福島巌（K-BETS）、渡辺雅樹（K-BETS） 

屋上芝生用人工土壌に竹炭（消し炭）を配合して竹炭の土壌改良効果を定量的に把握した。 

木質チップ：2年経過後ソイル 

竹炭配合量：4水準 施肥一切無し 

サラダホウレンソウ：2013.09.05種蒔き 

D：3.0kgw A：対照区 

C：1.5kgw B：0.75kgw 

面積：1x1mx4 竹炭配合深さ：0.1m 

図 1 地奨住建㈱実験圃場の割り付け     写真 1 ホウレンソウの生育状況(11.11) 

   

図 2 サラダホウレンソウの成長推移      図 3 サラダホウレンソウの収穫量に

及ぼす竹炭配合量の影響 

   

図 4 土壌の硝酸態窒素含有量に及ぼす   図 5 サラダホウレンソウの成長に及ぼす 

竹炭配合量の影響             硝酸態窒素の影響 

微生物の働きで土壌中のN as NO3-が竹炭配合量に応じて増加し、葉物野菜の成長が促進 

竹炭には約３％のＫが含まれ、肥料の三要素のうちＮとＫが供給されることが判明した。 

この効果は土壌中に竹炭が存在する限り、長期にわたって継続すると考えられる。 
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竹炭シンポジウム in 東葛 

『やってみなけりゃ分からない』放置竹林整備 

 牛久市在住 宮本 

耕作放棄地、放置竹林に関する提案 

１．住民は、 

・現場に行き、実態を知る。 

・行政に対し、積極的に苦情を言う。 

２．市役所は、 

・放置竹林問題は深刻な問題であることを認識する。 

・所有者に積極的に改善を申し入れる。 

・ペナルティを課す。（例：固定資産税を上げる。） 

・「所有者の責任」だけでなく、「行政の責任」でもあることを認識する。 

・環境森林税を利用した補助金事業を周知させる。 

・竹林整備入札の仕様書には枝切処理を明記する。 

・放置竹林の拡大は面積だけでなく、密度で判断する。 

・ボランティアへ資機材を無償で貸与する。（例：茨城県霞ヶ浦環境科学センター） 

３．企業は、 

・竹を使った商品を開発する。（例：中越パルプの「竹紙」。ストーブ用の竹ペレット） 

・企業の社会的責任（CSR）として奉仕活動を推進する。（例：ホギメディカルの谷津田再生及び保全プ

ロジェクト事業） 

・助成金の制度新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<メモ> 

充電式レシプロソー：RYOBI  

レシプロソーブレード：神東工業株式会社(兵庫県三木市) 

http://www.d3.dion.ne.jp/~shinto/reciprokatanew2014.pdf (木工・生木用) 

樹木管理に関する特記仕様書 横浜市道路局 

http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/shisetsu/tree/download/tree-itaku-shiyou2410-jumokukanri.pdf 
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