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林 政 部

森林整備部

国有林野部

計画保全部

総務企画部

森林整備部

森林管理署・支署

森林技術総合研修所 （森林・林業に関する知識・技術の研修）

本 庁

林 野 庁

森林管理局

世界自然遺産である知床、白神山地、小笠原諸島、
屋久島の陸域部分は、実はほぼ全域が国有林で
す。この国有林を巡視し、原生的な森林生態系の保
全・管理を行っているのも林野庁職員なのです。

林野庁/日本の世界遺産 - 農林水産省　　 　検  索

右／小笠原（兄島滝之浦）、左／知床（五湖からの連山）

日本の国土面積の約７割を占める森林。
「人」が「木」の傍らでくつろぐ様子から「休む」という字が成り立ったと言われているように、

古来より人々は一本の木に安らぎをおぼえ、衣食住のなかに木の文化を持ち、
森林からさまざまな恵みを受けてきました。

私たちの暮らしを支えてきた森林は、地球環境保全機能や循環型資源の活用など、
豊かな未来を支える多くの可能性を持っています。

一本の木からはじまる、よりよい明日の社会。それは森林と人を守るための、はじめの一歩。
私たちは日本の恵まれた森林を次世代へとつなぐことを使命として、真摯に取り組んでいます。
きみも森林と人のために、そして自身の未来のために、林野庁ではじめの一歩を踏み出しましょう。
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林 野 庁 の 組 織



森林を守り育てるために国有林をパトロールする森林官。日本の国土の２割を占める国有林の最前線で、
山火事や不法投棄の防止、民有地との境界の管理、間伐等の実施に必要な立木の調査など行っています。
毎日、一本一本の木々の声を聞くために、
自分の足で一歩一歩、森林を歩き調査、管理するために活躍しています。
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国有林

管理局界

琉球諸島

小笠原諸島

北海道森林管理局

南西諸島

中部森林管理局

東北森林管理局

森林技術総合研修所

本 庁

近畿中国
森林管理局

四国森林管理局

九州森林管理局

関東森林管理局

北海道森林管理局
北海岳（北海道・上川中部森林管理署）

東北森林管理局
暗門の滝（第2の滝）（青森県・津軽森林管理署）

中部森林管理局
戸隠山と鏡池（長野県・北信森林管理署）

九州森林管理局
噴火前の新燃岳（宮崎県・宮崎森林管理署）

四国森林管理局
石鎚山（愛媛県・愛媛森林管理署）

近畿中国森林管理局
御手洗国有林（和歌山県・和歌山森林管理署）

関東森林管理局
燧
ひうちがたけ

ケ岳（福島県・会津森林管理署南会津支署）



有林に関わる地元の人々な
ど、署や地元からの問い合
わせにすぐに答えられ対応
できるのが理想です。
　主な業務は、国有林の立
木を伐採するための収穫調
査、民有林との境を示す境
界標の保守点検、請負事業
の監督、貸付地の調査、林
野巡視などです。私の管内
には、世界遺産の白神山地
の巡視を主にしている GSS

（グリーンサポートスタッ
フ）がおり、一緒に白神山

地の巡視に行ったりもします。

林野庁職員としての今後の夢、
これからの目標

　入庁したときの夢は、自分が手入れ
した山の木材を使って家を建てること
でした。家を建てる人たちが、自分の
家で使っている木がどこで育ちどんな
風に生産されたか、その土地や林業に
関心や愛着を持ってもらえるように
なってほしいです。個人的な目標は、
管内のことをもっと知り、先を見て周
りの人が仕事をしやすいように気を配
れる森林官になることです。

これから一歩を踏み出す
入庁希望者へのメッセージ

　里山に近い部分では木材の生産を
し、漆の分収造林（地元の人々が組合

私にとっての ｢はじめの一歩｣

　小学校の時に父がくれた ｢木を植え
た男｣ という絵本に感化されて、｢乾
燥地緑化｣ が夢でした。乾燥地緑化の
研究所がある大学に進学して知ったの
が日本の林業の厳しい現状です。この
林業の危機的な状況に何か役に立ちた
いと思ったのが、私にとってのはじめ
の一歩です。林野庁の面接では ｢初志
貫徹しろ！｣ と叱られるも役に立ちた
い思いを伝え、第一志望の東北局に採
用。そのときの局長が面接官と知り、
いまでも感謝しています。

森林官の仕事の紹介

　森林官は管轄地域の現場のことを一
番知っている存在です。林道状況、木
の生育状況、請負事業の進捗状況、国

を作って国有林で木を育てる）や秋田
杉の森、細竹の採取など伝統工芸に関
わる森があります。蜂蜜採取をする人
もいれば、白神には狩猟をするまたぎ
もいます。奥山には ｢緑の回廊｣ が設
定され、野生動物の保護に努めていま
す。そして、地球温暖化を防止するた
め CO2 吸収源としての森林の機能発
揮に日々取り組んでいます。林野庁に
は林業だけでない、森林に関わる様々
なものや人とのふれあいがあり、あな
たが活躍できる場所がきっと見つかり
ます。

森林に関わる様々なものや
人とのふれあいがあります。

天然秋田杉で作った曲げわっぱのお弁当箱で
食べるお昼はおいしいです。
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	 8：00 出勤。当日作業の準備用
品確認

	 8：30 ミーティング・林業体操

	 9：00 造林（植付）請負監督

	11：00 林況調査

	12：00 休憩・昼食

	13：00 林況調査

	16：00 帰所。監督日誌記録。林況
調査の写真や結果を整
理。メールチェック等。次
の日の作業の準備：作業
班と打合せ

	17：15 業務終了

小畑さんのある一日

小畑  郁恵   おばた・いくえ
東北森林管理局 
津軽森林管理署
首席森林官

H19.04 入庁（Ⅱ種採用）
 東北森林管理局秋田森林管理署
 湯沢支署業務課
H20.04 東北森林管理局米代東部森林管理署
 八幡平森林事務所森林官
H21.08 東北森林管理局岩手南部森林管理署
 治山課治山第二係長
H23.08 東北森林管理局三陸中部森林管理署
 業務課経営係長
H24.04 東北森林管理局三陸中部森林管理署
 業務課治山係長
H25.04 東北森林管理局岩手南部森林管理署
 遠野支署首席森林官
H27.04 現職

実際の林の状態がどうなっているのか山を見て歩きます。

推定樹齢400年のブナの樹です。雪で枝が折れて
しまいましたが、去年より葉が生い茂って元気に
みえるそうです。

保安帽、地下足袋、鉈、クマ除け鈴(ピストル)、赤
スプレー、カッパ、救急用品、GPS、カメラ、飲み
物などを装備します。

現			場		 	の				3				枚
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森林はいろいろなかたちで
私たちの暮らしを支えています。
その恵みを多くの人に伝え、
森林に親しみ身近に感じていただくために
林野庁ではさまざまなイベントを行っています。



改善の必要性はないかについて検討し、
保安林制度をよりよい形に育てる仕事
をしています。

職場の雰囲気

　職場の雰囲気を感じていただけるエ
ピソードを紹介します。他省庁への出
向を経て久しぶりに林野庁での勤務と
なった際、廊下を歩く度に、「元気だっ
た？」「今度、飲みに行こう！」「新し
い部署はどう？」と多くの先輩たちが
声をかけて下さり、なかなか目的地へ
たどり着けない程でした。「林野庁へ
帰ってきたのだな」と実感すると共に、
職場の温かさを感じた瞬間でした。フ
ルタイムで勤務をすれば、平日の起き
ている時間の多くを職場で過ごすこと
となりますので、職場の雰囲気は非常

現在の業務内容

　森林法に定められている、保安林制
度を担当しています。保安林制度とは、
水源の涵養や土砂流出の防備などの流
域保全機能や風や砂を防ぐ機能、レク
リエーション機能などの特定の公益的
機能の発揮が求められる森林を保安林
として指定し、維持管理する制度です。
国土の約３割が保安林に指定されてい
ます。制度の目的を達成するための手
段として、皆伐や間伐などの伐採の方
法や林地の改変など、森林の利用に関
する様々な取り決めがあります。現在、
私は保安林制度に関する取り決めの運
用方法について、都道府県からの問合
せに対応したり、取り決めが社会の変
化に応じたものとなっているか、制度

に重要なものだと考えています。先輩
たちからいただいた心遣いを、今度は、
後輩の皆さんにしっかりと伝えるべく、
修行中です。

最も印象に残っている出来事

　国有林のレクリエーション利用に関
する業務を行う国有林野総合利用推進
室に配属されていた時のことです。当
時、有名旅行ガイドに高尾山が掲載さ
れ、来訪者数が急激に増加し、歩道の
混雑や事故の増加といった問題が生じ
ました。そこで、高尾山の自然の魅力
や文化的価値を守りながら、地元の
方々にとっても来訪者にとっても望ま
しい利用のあり方について、専門家を
交えて検討を行いました。私にとって
高尾山は、親類の家の近くにあり、幼
少時より何度となく登った最も身近な
山でしたので、とてもやりがいを感じ
た業務でした。

仕事の相棒、保安林制度に関する法令や通知
の詰まった業務必携です。
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	 9：30 登庁。メールのチェック

	10：00 委託事業の受託者との打合せ

	12：00 休憩・昼食

	13：15 森林・林業白書の内容について
打合せ

	14：00 グループ内打合せ用資料の作成

	18：00 翌日の保安林制度に関する研修
（講師）の準備

	19：45 翌日すべきことの確認

	20：00 業務終了

齋藤さんのある一日

メンバーの技術力向上のため、特別講師を招き、自主的な勉強会を開催。かなり、白熱した議論になります。

いつも愉快な保安林グループ。揃いのポーズは、
メンバー同士の信頼関係と保安林への熱い思い
を表現しています。現			場		 	の				3				枚

H19.04 入庁（Ⅰ種採用）
 林野庁林政部経営課
H17.04 九州森林管理局宮崎森林管理署
 都城支署山田森林事務所森林官
H19.01 林野庁林政部経営課林業労働対策室
H19.08 関東森林管理局計画部計画課
 経営計画第三係長（林野庁駐在）
 行政官 長期在外研究員（イギリス）
H21.09 林野庁国有林野部業務課
 国有林野総合利用企画班企画係長
H23.10 外務省国際協力局
 国別開発協力第三課課長補佐
H26.04 現職

価値ある保安林制度を目指す、
やりがいのある仕事です。
齋藤  綾   さいとう・あや 林野庁森林整備部治山課

災害対策調整官

デスクワークの様子。様々な部署と
調整しながら業務を進めます。



　また、疑問に思ったことなどがあれ
ば上司などに相談することもあります
が、課内でみんなに聞こえるように相
談すると、過去の経験や解決に向けた
助言等がいろんな人から聞こえるほど
アットホームな職場となっており、職
場環境に恵まれていると感じておりま
す。

最も印象に残っている
出来事

　最も印象に残っているのはＨ 24 ～
Ｈ 25 年度に宮城県大崎市にある宮城
北部森林管理署に勤務していた時のこ
とです。
　その頃、宮城北部森林管理署ではＨ
20 年の岩手・宮城内陸地震、Ｈ 23 年
の東日本大震災と大きな災害に見舞わ
れており、いち早い復興に向けて、国
有林野でも積極的に取り組みを進めて
いました。当時私は事務管理官 ( 管理
担当 ) の職務についており、被災住民

現在の業務内容と職場の雰囲気

　私が所属する保全課は主に国有林野
の活用や境界の保全、立木竹の保護と
いった国有財産の管理を行っており、
その中で私は国有林野の活用に関する
業務を担当しています。
　農林業をはじめとする地域産業の振
興、住民の福祉の向上等に貢献するた
め、地方公共団体、地元の人々から国
有林野を借りたい、使用したいとの要
望が森林管理署に寄せられますので、
その対応について、森林管理署の担当
者への助言や指導などをおこなってお
ります。
　森林管理署の担当者を指導する上で、
法律に照らし合わせながら間違いのな
いようにするとともに、どうしても難
しい法律用語、専門用語があることか
ら一般の方でも理解できるように、客
観的にみてわかりやすいかどうか心が
けながら仕事をしております。

の高台移転に伴う国有林の売払いや、
震災がれきの一時置場として国有林野
を貸付けするなど、地方公共団体等か
らの要望に対する窓口として業務を
行っておりました。
　震災復興の為、スピードも要求され
ることから、「法令関係は間違いがな
いか」、「他省庁との調整はとれている
のか」など確認しながら、確実に且つ
素早く事務を進める必要があり、署内
での打ち合わせや関係機関との調整に
苦労しましたが、地方公共団体の担当
者の方から「おかげさまで事業を早く
進めることができた」「地域の住民も
復興の兆しができて喜んでいた」など
の感謝の言葉をいただくことがあり、
苦労した分やりがいのある仕事でした
し、現在の業務の経験値にもなり、自
分としても成長できた出来事でした。

毎日のように使用している愛用品。いつでもすぐ取り出せるところに置いてます。
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	 8：30 出勤。作業の進め
方、内容について
ミーティング

	10：00 来訪者と打合せ

	12：00 休憩

	13：30 研修講師

	15：00 各署担当者への
  指導・助言

	17：00 業務終了

木村さんのある一日

年に３回程ある研修の講師。
人前で話すことが苦手なので最初の頃はタジタジ
でしたが、最近ではなんとか慣れてきた?

毎年同期の有志で小旅行を企画し、仕事のこと
等の相談に乗ってもらったり、気兼ねなく話ので
きる大切な仲間です。

現			場		 	の				3				枚

H15.04 入庁（Ⅲ種採用）
 東北森林管理局森林整備第二部森林整備課
H15.06 東北森林管理局青森森林管理署業務第二課

H16.04 東北森林管理局三八上北森林管理署
 業務第一課
H20.04 東北森林管理局岩手北部森林管理署
 新町森林事務所
H21.04 東北森林管理局岩手北部森林管理署
 新町森林事務所森林官
H24.04 東北森林管理局宮城北部森林管理署
 業務第一課管理係長
H25.04 東北森林管理局宮城北部森林管理署
 事務管理官（管理担当）
H26.04 現職

アットホームな職場で
地域の振興に取り組んでいます。
木村 雄大   きむら・ゆうた 東北森林管理局計画保全部保全課

森林利用係長

アットホームな雰囲気の中で業務の進め方などを打合せしております。



まわる際、自分が施工に携
わった治山ダムが上流の土
砂の流出を抑止している現
況を見ると、その目的の一
部が達成できていることに
密かな喜びを感じます。ま
た、山腹崩壊地だった箇所
が、見事に復旧し緑へか
えっている様は、現在の仕
事の励みになっています。
　私は、現在 2 児（6 歳・
5 歳）の子育て中です。出
産休暇及び育児休暇を取得し、仕事へ
復帰した時には、育児と仕事を両立で
きるか不安もありましたが、職場のあ
たたかな受け入れ体制もあり、育児時
間という制度を活用し、育児と仕事を
両立してきました。家族の協力はもち
ろんのこと、頼りになる同僚や理解あ
る上司に恵まれ、急に現場へ出向くこ
ともある中、日々業務を遂行すること
ができています。

最も印象に残っている出来事

　この仕事に携わるようになって、水
の持つ驚異的な力を目の当たりにする
ことが増えました。近年の突発的なゲ
リラ豪雨による河川の増水は、小さな
砂礫から、到底動きそうにないような
巨石まで一気に下流へ押し流します。
また台風後の調査で渓流へ入ると、襲
来の度に様相を変えており、自然のも
つ力に圧倒されるばかりです。

現在の業務内容と職場の雰囲気

　私は、高知県中央北部に位置する嶺
北森林管理署において、四国三郎の異
名を持つ吉野川上流域の国有林野治山
業務を担当しています。
　当署管内は、そのほとんどが急峻な
地形で、台風や集中豪雨の常襲地帯で
あることから、山腹崩壊や渓流荒廃が
発生することが多々あります。
　私の仕事は、山腹崩壊や渓流荒廃が
発生した箇所において、現地の調査を
おこない、最適な復旧工法等を検討・
設計・施工し、早期に山地復旧をおこ
なうことで、下流域への被害の軽減や
防止をおこない、地域の安全・安心を
図ることです。調査から施工まで、一
連して業務に携われることが、この仕
事の魅力の一つです。業務を進めてい
くうえで迷うことも多くありますが、
そんな時はとにかく現場へ足を運ぶこ
とを心がけています。現場をより知る
ことが、視野を広げ、当初は確証がも
てなかったことも、見直すことで不安
要素を解消していくことができます。
台風や集中豪雨を受けた後、現場を見

まだまだ、自分の知識と現実のギャッ
プを感じることが多いのですが、先人
の知識と経験をよく学び、四国の水瓶
である早明浦ダムの水源地として重要
な役割を果たしている嶺北の国有林が、
森林の従来持つ機能を十分に発揮でき
るよう、日々治山業務に取り組んでい
きたいと思います。
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先人の教えを学び、災害に強い、
豊かな森づくりを目指して。
黒岩 玲子   くろいわ・れいこ 四国森林管理局嶺北森林管理署

治山グループ　治山技術官

リュックの中身です。必需品です。（監督日誌、関数電
卓、野帳、スケール、赤ペン、シャープペンシル、鉈、
手鋸、デジカメ、コンベックス、ピンク帯、白帯、自動
注射器（蜂）、赤スプレー、手ぬぐい）

現			場		 	の				3				枚
	 8：15 育児時間30分取得。保育園送迎、通勤

	 8：45 出勤。メールの確認、受注業者と連絡、
グループで打ち合わせ等

	 9：00 工事請負現場へ出張。

	10：00 床堀立会、進捗確認、各作業打ち合わ
せ等

	12：00 休憩

	13：00 計画箇所写真撮影

	15：00 計画箇所写真撮影終了
後、国有林内や林道を
巡視しながら帰署

	16：00 帰署。工事監督日誌等
の記載、その日撮影し
た写真の整理、メール
の確認、書類作成

	17：00 業務終了

黒岩さんのある一日

測量風景。レベルにて、計画高の確認。

最近、職場の先輩と始めました。

H16.04 入庁（Ⅱ種採用）
 四国森林管理局森林整備部治山課
H16.08 四国森林管理局嶺北森林管理署治山課
H17.04 四国森林管理局愛媛森林管理署治山課
 蒼社川治山事業所主任
H19.04 四国森林管理局嶺北森林管理署
 大豊森林事務所森林官
H20.08 四国森林管理局嶺北森林管理署業務課付
H21.06 育児休業
H22.07 職務復帰
H22.11 育児休業
H23.08 職務復帰
 四国森林管理局嶺北森林管理署
 治山課治山第一係長
H25.04 現職

職場の皆さんとガッツ。



「ムリブワンジ（ご機嫌いかがですか）」私は今、世界最貧
困国の一つマラウイ共和国で、森林分野の政策アドバイザー
として活動しています。課題は、ずばり「首都圏水源林の保
全」。当地の電化率は僅か 10 %、急速に都市化が進む中、住
民 300 万人の生活を支える水源地域では、薪炭生産のため
の違法伐採が深刻化しています。

当初 2 年間の予定であった派遣期間は、マラウイ政府か
らの要請もあり、気が付けば 4 年目に突入。地道な広報活
動、官房長官や大臣といった政府高官の巻き込み等が実を結
び、課題はようやく大統領が署名する改革文書に位置づけら
れました。現在、パトロールや植林などの保全対策が本格化
しつつあります。

卒業旅行が初めての海外経験、そんな私の人生は、全く予
期せぬ方向に展開しつつあります。国内においては、霞ヶ関
での政策の企画立案はもとより、世界自然遺産である知床国
有林の現場管理にも携わりました。その後は一転して国際業
務へ……在ケニア大使館では書記官として、環境保護活動で
ノーベル賞を受賞した故マータイ女史と日本との関係構築に
奔走し、農林水産省国際部では、先般大筋合意した TPP な
ど様々な経済連携交渉に従事しました。

林野庁が、私たち職員に用意するキャンバスは、まさに「地
球大」。そのキャンバス一杯に自らのキャリアを描き切って
みたい、そんなチャレンジ精神旺盛な皆さんと、地球規模課
題の解決に向け、共に汗を流せることを楽しみにしています。
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大仲 幸作 おおなか・こうさく
Ｈ11  Ⅰ種・林学

マラウイ共和国　天然資源・
エネルギー・環境省森林局

村人と専門家

政府高官（官房長官及び自然資源省次官）への
課題ブリーフィング

民間セクターを対象とした
現地視察の実施

無償資金協力を通じて供与された
車両等の引渡式

　

　JICA　派遣職員一覧	（国名	［プロジェクト名］）

ベトナム ［持続的自然資源管理プロジェクト］

ケニア ［気候変動への適応のための乾燥地耐性育種プロジェクト］

パプアニューギニア ［気候変動対策のためのPNG森林資源情報
管理システムの活用に関する能力向上プロジェクト］

パラグアイ ［イグアス湖流域総合管理体制強化プロジェクト］

モザンビーク ［農業省土地・森林局］

マラウイ ［マラウイ天然資源・エネルギー・鉱業省　森林局］

ボツワナ ［南部アフリカ地域持続可能な森林資源管理・保全］

　国際機関　派遣職員一覧 

国際連合食糧農業機関（FAO）（ローマ） 

　大使館　派遣職員一覧 

モンゴル大使館、マレイシア大使館、マレーシア大使館 コタキナバル
領事事務所、インドネシア大使館、PNG大使館、シアトル総領事館、ケニ
ア大使館、サンパウロ領事館

★
マラウイ共和国
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　職員の主な出向先

【他 府 省】

【独立行政法人】

【地方公共団体】

【民 間 企 業】

内閣官房、人事院、内閣府、総務省、外務省、
文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省

森林総合研究所、国際協力機構、
農林漁業信用基金

道府県、市町村

王子木材緑化(株)、住友林業(株)、物林(株)

友人との岐阜の名峰・笠ヶ岳への登山

竹内 智恵 たけうち・ともえ
Ｈ21  Ⅱ種・林学

岐阜県恵那農林事務所
林業課森林整備係　主任技師

中学生を対象とした木工教室 森林所有者への経営計画説明会

青々とした針葉樹の山並みに透き通った清流、岐阜県山間
部の典型的な風景です。私が人事交流により出向している岐
阜県は、県土の 81％が森林であり、森林の 45％を人工林が
占めています。また、森林のうち 79％は民有林であり、県
土の保全と地域の林業の活性化を図るためには、民有林の整
備を進めることが欠かせません。

私の勤める岐阜県恵那農林事務所は、県の現地機関であり、
国や県で立てられた民有林施策の実行部門にあたります。関
係市町村や事業体などと連携を図りながら、森林整備や路網
整備、木材利用、林地保全、治山などの様々な事業を行って
います。

私は森林整備係の林業普及指導員として、民有林の森林整
備の基本単位である ｢森林経営計画｣ の作成支援や、補助金
を活用した森林整備・作業道整備の支援、担い手育成支援な
どに取り組んでいます。具体的には、森林組合等が森林所有
者を集めて行う説明会や、作業道の開設予定箇所の線形検討
などのお手伝いをしています。日々、森林所有者や林業事業
体の生の声に触れる仕事です。

また、同地域を管轄する東濃森林管理署と連携して、国有
林と民有林の施業を一体的に行う共同施業団地の整備や、将
来の林業の担い手育成のために農業高校生に対する森林・林
業学習支援なども行っています。

林野庁は、国有林という豊富なフィールドでの仕事に加え
て、民有林施策に関係する仕事や、他機関との人事交流など、
幅広い経験ができる可能性がある魅力的な職場であると感じ
ています。

★
岐阜県恵那市

写真左／共同施業団地での
 現地検討会
写真右／岐阜県での木馬体験
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東北森林管理局
総務企画部経理課

大沼  詩織 
一般職　行政

近畿中国森林管理局
総務企画部企画調整課

岡本  まどか 
一般職　事務

私は現在、国会対応等、林政の施
策方針に係る業務に携わってお
ります。大量の情報を取捨選択
するのは苦労しますが、暖かい
上司に囲まれ、日々楽しく過ごし
ております。また、自らの携わっ
た業務が報道されることもあり、
林政の重要部分に係われること
にやりがいを感じることも、少な
くありません。ぜひ一緒に林野庁
で働き、日本の森林・林業をより
魅力あるものにしていきましょう。

林野庁林政部林政課

小杉  陵太 
総合職　森林・自然環境

中部森林管理局
岐阜森林管理署　治山グループ

小林  美緒 
一般職　林学

内勤が主ですが現場に出る業務も多く、
林内での立木調査や販売のために木材
市場へ行くこと等があります。成熟した
山林を調査し、木材として販売されるの
を見ると林業における経営の大切さを
実感します。日本の広大な森林の運営
に携わる仕事に大きなやりがいを感じ
ます。現場を目で見て学び、今後に活か
せるよう業務に励んでいます。

九州森林管理局
大隅森林管理署　業務グループ

立石  明子 
一般職　林学

四国森林管理局
愛媛森林管理署　業務グループ

横尾  憲祐 
一般職　土木

私は、業務が規則・法令等にしたがっ
て適切に行われているかを監視、調
整する業務に携わっています。まだ
直接的に森林管理等に関わる事は
ありませんが、業務運営の適正化、円
滑化を図るためにも幅広い知識を身
に着けようと心がけています。日々上
司や先輩方から丁寧にご指導いただ
き、林野庁に入庁したことで森林に対
する意識、見方が大きく変わりました。
皆さんの入庁をお待ちしています。

私は業務グループに所属しており、主
に木材の生産・販売に関する業務に携
わっています。署内でのデスクワークだ
けでなく、請負監督業務に赴く先輩の補
助として現場に同行することも多々あり
ます。現場業務は沢山の木々に囲まれ
て、とても爽やかな気分になることがで
きます。皆さんも私たちと一緒に自然に
囲まれながら働いてみませんか?

私は現在、森林や土地などの財
産を管理する業務に携わってい
ます。まだ戸惑うこともあります
が、職場には親切な方が多く、明
るく楽しい雰囲気のなか、日々の
業務を進めています。
苗木を植え、長い年月をかけ育
て、収穫し、また植える・・・。私達
は、森林という国民の皆様のか
けがえのない財産を次世代の
人々により良い形で届けられる
よう、日々の業務をがんばってい
ます。

私は、森林管理局で経費や物品
の管理などの仕事をしています。
国民からの税金を適正に管理運
用する責任のある重要な業務だ
と考えています。林業に関する
知識が無いため初めは不安でし
たが、充実した研修制度や優し
い先輩方の指導もあり、楽しく勤
務しています。将来的に活躍で
きる人材になれるよう、自己研鑽
に励みたいと思います。

山の崩壊地を復旧させる治山
事業の発注・監督業務に携わる
治山グループに所属しています。
何もわ からな い 状 態 からのス
タートでしたが、先輩方が一から
丁寧に教えてくださるおかげで、
現在仕事に取り組めています。
林野庁の仕事は多岐に渡ります
が、すべて森林を元気にすること
に繋がっています。そのことにや
りがいを感じながら様々なこと
に挑戦していきたいです。

先人たちが長い時間をかけて守り育てた豊かな日本の森林。
その豊かさを未来へと受け継ぐ、フレッシュな新人たち。
さまざまな役割で私たちの暮らしを支える森林。
森林の恵みを授かる役割を果たすために
未来へ向けて一歩一歩、成長しています。



私は森林育成・森林ふれあいを
担当しております。森林育成の業

務では植付、下刈等の造
林作業の計画・発注を行

い、森林ふれあいの業務では木
工クラフトやつるかごづくり等の
森林環境教育を通したイベント
を運営しています。森林・人材育
成に関わる仕事で、成果が何十
年も残る仕事です。
職場の人たちは優しく、恵まれた
環境です。ぜひ林野庁へいらし
てください。

近畿中国森林管理局
岡山森林管理署　業務グループ

丸山  晃央 
一般職　林学
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北海道森林管理局
上川南部森林管理署　総務グループ

吉本  晴香 
一般職　林業

関東森林管理局
塩那森林管理署　総務グループ

溝井  麻比 
一般職　事務

北海道森林管理局
胆振東部森林管理署
業務グループ 

林田  昌己 
一般職　林業

林野庁
林政部木材産業課

横江  美幸 
総合職　森林・自然環境

林野庁
国有林野部業務課

小野　梓 
総合職　森林・自然環境

関東森林管理局
福島森林管理署郡山森林事務所　

木口  貴博 
一般職　林業

林野庁
森林整備部治山課

中村  祐輔 
総合職　森林・自然環境

百年以上先の未来を念頭に置い
て仕事ができるのは、森林を扱
う林野庁だからこそ。現在の自
分の頑張りが世紀を越えて社会
を支えます。職場は温かく、時に
は厳しく、家族のような思いやり
があります。今は基礎の修行中
ですが、いつか自分の責任の下
で政策を作り、日本の生活を力
強く支える林業を現場の人と共
に作っていきたいです。是非林
野庁で一緒におもしろいことしま
しょう！

現在携わっているのは、国有林
における事業の実行や国有財産
としての国有林の管理に関する
仕事です。課の窓口として、連絡
調整等を担当しております。
林野庁は雰囲気が良く面倒見の
良い方々ばかりなので、とても働
きやすいです。周りの方々を助け
るために精一杯働きたいと、ここ
まで強く思える職場はなかなか
無いのではと思います。
一緒に働ける日を楽しみにして
おります。

豪雨や地震等を起因として発生
する山地災害から国民の生活と
財産を守る部署に在籍していま
す。日々の業務の中では、予算・
法令などと難しい仕事に携わる
ことも多いですが、これからの森
林・林業行政に深く関わっている
と考えると大いにやりがいを感
じます。今後は、強靱な森林づく
りと林業の成長産業化に貢献し
ていきたいです。皆さんも私た
ちと一緒に林業を盛り上げてい
きませんか。

林野庁
国有林野部管理課

大久保  翠 
総合職　法律 私は現在、国有林（現場）の最前

線となる森林事務所に勤務して
います。その業務は多岐にわた
り、森林の調査やパトロールな
どのほか、多くの人々に森林の
大切さや魅力を感じていただく
ため、森林教室などのイベントも
行っております。まだ、知識や経
験が少なく戸惑いはありますが、
森林にふれあい、将来のより良
い森林の姿を想像しながら業務
ができることに喜びとやりがい
を感じています。

私が携わっている経理係の主
な業務内容は、森林管理署内
の物品の調達や、歳入支出の
管理などです。目立つ仕事で
はありません。しかし、業務や
事業を円滑に進める大切な仕
事です。
不安を抱えてのスタートでし
たが、優しい先輩たちに恵ま
れ、日々明るく楽しく仕事に励
んでいます。これから先、林野
庁で活躍できる人間になれる
よう頑張っていきます。

川上（素材生産業）から川中（木
材の加工・流通など）、川下（住宅
等における木材利用）まで、HOT
なものではCLT（直交集成板）の
開発・普及など幅広く担当する部
署に在籍し、物事が非常に早く
動いていく様を目の当たりにし
ています。仕事では、周囲の手厚
いサポートの中、主体的に考える
ことも多く、大きなやりがいを感
じています。持続可能な林業・木

材産業の発展のために頑
張りたいです。

私は、業務グループに所属し、
経営を担当しております。主な
仕事は立木販売や副産物の販
売等です。経営は幅広く他の
業務とも関わっていくため、多
くの事が学べます。未来に繋
げる森作りをするこの職場を
選んでよかったです。上司の
方々も優しく接してくれ、雰囲
気も良いこの職場で樹木のよ
うに逞しい人間になっていき
たいと思います。
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▶ 採用スケジュール
※ 採用スケジュールなどの詳細は、林野庁ホームペー
ジ（http://www.rinya.maff.go.jp/）のトップページ「採
用情報」でご確認ください。

職員の資質の向上と職務遂行上必要な知識や
技術等の習得を目的として、体系的かつ実効
性のある研修を実施しています。研修には、
農林水産省本省が実施する研修をはじめ、林
野庁の各機関が実施する研修、他府省が実施
する研修など、それぞれの職務・役割を適切
に行えるよう様々な研修があります。

▶ 研修制度

国家公務員として自覚と意識の醸成を図り、必要とされ
る実務の基礎的知識の習得を目的とした研修です。新規採用研修

役職段階に応じて、資質の向上や企画立案・行政執行能
力、問題解決能力等の習得を目的とした研修です。計画的養成研修

入庁後まもない職員を対象とした森林・林業に関する基
礎的な知識の習得を目的とした研修です。基礎研修

森林官の業務を円滑に遂行するために必要な知識及び
技術等の習得を目的とした研修です。森林官養成科

毎年度個人毎に必要な教育内容を考慮した計画を立て、
基礎研修等で習得した知識を各職場の日常業務を通じ
て実践することにより、職務遂行上必要な知識及び技術
の定着を目的とした研修です。

職場内研修
（On the Job Training）

各職務に応じたより実践的な知識、技術、技能等の習得
を目的とした研修です。
例：生産・販売、森林調査、森林施業技術、生物多様性保全、

森林保護管理、治山、林道、森林活用、林業機械等

業務研修

治山（基礎知識・施設計画）研修

新規採用フォローアップ研修

森林作業道作設推進者研修

高性能林業機械（基礎）研修

総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）での採
用希望者には、最終合格発表後に官庁訪問の機
会があり、この際の面接結果により採用を内々定
します。一般職試験（大卒程度試験、高卒者試験）
での採用希望者に対する官庁訪問及び業務説明
については、各森林管理局または林野庁管理課
の採用担当まで問い合わせください。

官庁訪問・業務説明

各試験の区分とも、人事院の最終合格者発表後
に実施される採用面接などの結果により採用を
内定します。なお、総合職試験（院卒者試験、大卒
程度試験）での採用希望者については、原則とし
て、内々定者が採用面接の対象者となります。

採用面接

採用内定者は健康診断を受け、健康状態の確認
をします。また、学校の卒業証明書などの書類の
提出が必要となります。

健康診断など

採用内定者は通常4月1日付けで本庁や森林管理
局などの各機関に採用となります。

採　　用

国家公務員に採用されるためには、人事院の実
施する採用試験に合格する必要があります。国家
公務員採用試験には総合職試験、一般職試験な
どがあり、さまざまな試験の区分があります。林
野庁が主に採用を予定する試験の区分は次の通
りです。

採用試験

総合職試験
（院卒者試験、大卒程度試験） 森林・自然環境

一般職試験
（大卒程度試験） 林学、土木、建築、行政 

一般職試験
（高卒者試験） 林業、農業土木、事務

〉〉

〉〉

〉〉

〉〉



152016

出産を乗り越え職場で活躍する女性職員を応援するため、林野庁は、産前産後休暇や育児
休業制度などの各種支援制度により、仕事と家庭の両立支援を実現する環境づくりに取り
組んでいます。また、最近では男性職員の育児休業取得〈イクメン〉も増えています。

［俸給］ 総合職（院卒）205,400円 総合職（大卒）181,200円
 一般職（大卒）174,200円 一般職（高卒）142,100円

（学歴などにより異なることがあります）

扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、超過勤務手当のほ
か勤務地により地域手当（東京都 23 区の場合俸給の 18%）などがあります。

1 日（ 7 時間 45 分）勤務、週休 2 日

年間 20 日間の年次休暇のほか、特別休暇（夏季、結婚、忌引、ボランティア等）
及び、病気休暇があります。なお、年次休暇については、その年の未使用分の
内 20 日を上限として翌年に繰り越すことができます。

林野庁共済組合では、病気やケガをしたときなどのための医療給付、持ち家を
促進するための住宅資金などの貸付制度、退職後の生活を保障するための退職
共済年金などのほか、保健事業や貯金事業を行っています。

▶ 採用後の待遇

▶  ワーク・ライフ・バランス

給　　与
（平成27年11月現在）

初 任 給

諸 手 当

勤務時間

休　　暇

共済組合制度

育児休業

産前産後休暇

介護休暇

勤務時間
及び休暇

福利厚生

仕事と育児・介護の
両立支援制度

※このほかにも、さまざま
　な支援制度があります。

3 歳未満の子を養育するために、男女問わず、最長でその子が 3 歳の誕生日を
迎える前日まで休業することができます。

6 週間以内に出産予定の女性職員は、出産予定日の 6 週間前から出産の日まで
休暇を取得することができます。また産後は、出産の翌日から 8 週間休暇を
取得することができます。

負傷、疾病または老齢が原因で、2 週間以上にわたり日常生活に支障がある配
偶者、父母、子などの介護をする際、介護のための休暇が必要であると認めら
れた場合に限り休暇を取得することができます。

林野庁森林整備部整備課森林土木専門官

小林 敬子  H12  Ⅰ種・林学

産前産後休暇・育児休業を
取得するにあたって、
周りのサポートはありましたか？ 国家公務員を目指す女子学生に

メッセージをお願いします。

短時間勤務・
小林さんのある一日

妊娠してすぐ切迫流産で休職になりまし
たが、周囲の臨機応変のサポートで無事
出産できました。育児休暇を４年取得し、
現在は短時間勤務制度を利用しています。
子どもが熱を出し、早退・欠勤することもし
ばしばですが、上司や同僚の支え・温かい
声掛けにより仕事と育児を両立することが
できています。また、ランチで育休明けの
同僚に悩みを相談することもあります。

仕事に携わっている長い間には、出産、
病気、介護など色々なライフイベントに
直面します。それぞれの事情を理解して
受け入れ、みんなで支え合いながら働
ける職場です。短時間勤務でもやりが
いのある仕事を任されています。みなさ
んも林野庁で一緒に働いてみませんか。

	 9：30 出勤。メール確認。
  同僚と業務分担の調整

	10：00 書類作成

	11：00 業務打ち合わせ

	12：00 休憩

	13：00 資料収集、書類作成

	14：00 庁内関係者や関係機関への
説明、意見聴取

	15：00 聴取した意見の整理

	15：25 業務終了



北海道森林管理局
〒064-8537　北海道札幌市中央区宮の森3-7-70
TEL 011-622-5232（総務課）
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/

東北森林管理局
〒010-8550　秋田県秋田市中通5-9-16
TEL 018-836-2014（総務課）
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/

関東森林管理局
〒371-8508　群馬県前橋市岩神町4-16-25
TEL 027-210-1156（総務課）
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/

中部森林管理局
〒380-8575　長野県長野市大字栗田715-5
TEL 026-236-2525（総務課）
http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/

近畿中国森林管理局
〒530-0042　大阪府大阪市北区天満橋1-8-75
TEL 06-6881-3420（総務課）
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/

四国森林管理局
〒780-8528　高知県高知市丸ノ内1-3-30
TEL 088-821-2010（総務課）
http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/

九州森林管理局
〒860-0081　熊本県熊本市西区京町本丁2-7
TEL 096-328-3500（総務課）
http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/

森林技術総合研修所
〒193-8570　東京都八王子市廿里町1833-94
TEL 042-661-7121（総務課）
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kensyuu/
kensyuuu_zyo.html

〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL 03-3502-8111（代）
林政部林政課：内線6005　
国有林野部管理課：内線6256
http://www.rinya.maff.go.jp/

〔交 通〕 地下鉄霞ヶ関駅（丸ノ内線、日比谷線、
 千代田線）下車　農林水産省７Ｆ

国民の森林・国有林

このパンフレットに使われている紙は、
日本の森林を育てるために間伐材を
積極的に使用しています。


