別紙 表１

平成２８年度

インターンシップ受入先一覧

1

実習実施機関（局名）
中部森林管理局

受入課室
富山森林管理署

受入期間
8月22日(月)
～
8月26日(金)

2

中部森林管理局

北信森林管理署

9月5日（月） １週間
～
9月9日（金）

１週間

人数
実習内容
１～２名 治山請負事業の調査、
監督、データ整理の補
助業務の体験

受入条件等
・森林・林業に関心のある方
・パソコンの基本操作（エクセル等）が
可能な方
・体力に自信のある方
（道のない森林内を歩くことがありま
す）
高山植物保護パトロー ・作業着、地下足袋、雨具、軍手、帽子
ル及び普及啓発活動の 等の現場作業のできる支度をお願いしま
す。
体験

業務紹介
山地における荒廃地を森林
に復旧・整備するとともに、
荒廃危険地等の崩壊やその拡
大を防止する治山事業を積極
的に行っています。
また、登山の入込者の多い
夏場には,立山連峰・室堂を
中心に、職員及び学生アルバ
イトによる高山植物や希少野
生動物の保護監視活動も行っ
ています。

２名

・高山植物等の保護パ
トロール等のアシスタ
ント実践や保護林の巡
視業務等の体験

北信森林管理署は、長野県
北東部の国有林を管理してお
り、国有林の約７割が自然公
園に指定されるとともに、約
３割が保護林に指定されるな
ど豊かな自然環境に恵まれた
地域です。
また、国内有数の豪雪地域
です。

○北信森林管理署における国有林野の管
理業務等の体験等を行います。
・森林・林業に関心のある方
・体力に自信のある方
（道のない森林内を歩くことがありま
・立木調査、周囲測量 す）
及び製品生産事業の調 ・作業着、地下足袋、雨具、軍手、帽子
査・監督の補助業務の 等の現場作業のできる支度をお願いしま
体験
す。
・造林事業の現地調
査、監督・検査等の補
助業務、除伐等の保育
作業の体験
・治山及び林道事業の
現地見学、監督等の補
助業務の体験
・境界管理、境界測量
の補助業務の体験

3

中部森林管理局

中信森林管理署 7月11日（月） 1週間
～
7月15日（金）

２～３名 ・ニホンジカ対策に関 ○中信森林管理署の事業の特色である高 中信森林管理署は、 日本の
すること
山植物の保護に関する体験等を行いま
屋根と言われる北アルプス山
す。
岳地域の面積９割が所在する
・森林・林業に関心のある方
保安林、森林治水事
国有林を管理し、わが国を代
業、地すべり防止に関 ・パソコンの基本操作（エクセル等）が 表する優れた景勝地や貴重な
可能な方
すること
動植物の宝庫を管理していま
・体力に自信のある方
す。
（道のない森林内を歩くことがありま
・伐採系森林整備事
業、造林事業に関する す）
・作業着、地下足袋、雨具、軍手、帽子
こと
等の現場作業のできる支度をお願いしま
国有林の境界管理に関 す。
すること
森林事務所での実務体
験

4

中部森林管理局

南信森林管理署

8月1日（月） １週間
～
8月5日（金）

◎重点取り組事項
○公益的機能の維持増進を旨
とした管理経営の一層の推進
○森林・林業再生に向けた貢
献
・共同施業団地の設定に向け
た取組
・生産性向上・低コスト化に
向け、伐採・造林一貫作業シ
ステムの実行及び機械地拵の
取組
○地元の振興と森林の総合利
用
・国産材の安定供給及び地域
産業の振興に寄与
・レクリエーションの森の活
用

重点取り組事項
○北アルプスにおけるニホン
ジカ対策
○ライチョウや高山植物の保
護等
○木質バイオマスエネルギー
施設の稼働に向けた課題検討
○上高地における「山の日」
記念大会のPR活動

２～３名 ニホンジカ対策につい ○南信森林管理署の事業の特色である獣 南信森林管理署は、里山的森
て現地等の実態把握調 害対策（ニホンジカ）についての体験等 林から、八ヶ岳連峰、中央・
査及び修理等の体験
を行います。
南アルプスの標高3，000mを
・森林・林業に関心のある方
超える高山帯までの多様な森
治山請負事業の調査、 ・パソコンの基本操作（エクセル等）が 林を管理しています。
監督、データ整理の補 可能な方
・体力に自信のある方
助業務の体験
（道のない森林内を歩くことがありま
造林請負事業の現地調 す）
査、監督・検査・調査 ・作業着、地下足袋、雨具、軍手、帽子
データ整理等の補助業 等の現場作業のできる支度をお願いしま
す。
務の体験
間伐調査・請負事業の
監督・検査・調査デー
タ整理等の補助業務の
体験
森林計画関係業務、境
界管理の補助、データ
整理等の体験

◎重点取り組事項
○公益重視の管理経営の一層
の推進
・計画的な森林整備
・生物多様性の保全
○森林・林業再生に向けた貢
献
・主伐・再造林対策と生産・
造林事業における生産性向
上・低コスト化の推進
・民有林と連携した森林整備
等の推進
・林産物の安定供給と木材需
要の拡大
○山村地域の振興と森林の総
合利用
○公益重視の管理経営の一層
の推進
・治山対策の推進

5

中部森林管理局

木曽森林管理署 7月25日（月） １週間
～
7月29日（金）

１～２名 ・収穫調査（林分調
査）の体験
・クマ剥皮被害箇所の
確認・調査、被害防止
対策等の体験
・製品生産等各種請負
事業の監督業務等の体
験及び見学
など

○木曽森林管理署の事業の特色である木
材の生産、販売に関する体験等を行いま
す。
・森林・林業に関心のある方
・パソコンの基本操作（エクセル等）が
可能な方
・体力に自信のある方
（道のない森林内を歩くことがありま
す）
・作業着、地下足袋、雨具、軍手、帽子
等の現場作業のできる支度をお願いしま
す。

木曽地域は、木曽ヒノキ、サ
ワラなど高品質な木材の産地
として知られ、日本の歴史的
木造建築物の資材や伝統工芸
品の原材料として利用されて
います。当署では自然環境の
保全に配慮しながら、優れた
自然景観等を活用した国民と
自然とのふれあいの場として
の利用や木材の安定的な供給
により、地域振興に貢献して
います。
◎重点取組事項
・御嶽山噴火に伴う土石流対
策と復旧等山地災害防止対策
の推進
・民有林と連携した計画的な
森林整備の推進及び地域材の
安定供給体制の確立とそれに
必要な人材の育成
・「木曽悠久の森」ほか優れ
た景観や貴重な森林環境の保
全
・赤沢自然休養林など森林と
国民とのふれあいの場の提供
・各種事業を通じた地域振興
への貢献

6

中部森林管理局

飛騨森林管理署 8月29日（月） １週間
～
9月2日（金）

１～２名 ・森林整備(除伐等)の ○飛騨森林管理署の事業の特色である多 ○飛騨森林管理署は岐阜県の
体験や事業実施箇所の 様な森林体系の保全に関する体験等を行 飛騨北部、高山市、飛騨市、
巡視業務の補助体験。 います。
白川村にまたがる国有林約１
・森林・林業に関心のある方
・国有林野の立木調査 ・パソコンの基本操作（エクセル等）が １.６万haを管理しており、
ブナやミズナラの天然林が6
として間伐箇所の本
可能な方
割、カラマツ・スギ・ヒノキ
数、数量等を標準地調 ・体力に自信のある方
などの人工林が3割、その他
査により算出する間伐 （道のない森林内を歩くことがありま
調査の体験。
山岳地などが１割を占める多
す）
・治山事業工事及び林 ・作業着、地下足袋、雨具、軍手、帽子 様な森林体系の保全に関する
道事業工事の現場監督 等の現場作業のできる支度をお願いしま 体験等を行います。
補助や工事箇所の調査 す。
業務の体験。

・国有林野の管理の
ため国有林と民有地
界の点検や見回りの
体験。
・高山地帯パトロー
ルのアシスタント業
務の実施や保護林の
巡視業務等の体験。
・獣害被害防止として
のニホンシカ被害対策
等の体験。

7

中部森林管理局

岐阜森林管理署 8月22日（月） １週間
～
8月26日（金）

１～２名 都市近郊林における国 ○岐阜森林管理署の事業の特色である都 ○岐阜森林管理署は岐阜県の
有林野の管理、獣害対 市近郊林から高山帯に及ぶ幅広い国有林 飛騨川・長良川及び揖斐川の
策に関すること
野の管理業務の体験等を行います。
3流域の国有林約４万haを管
・森林・林業に関心のある方
理しており、金華山等の都市
国有林野の森林整備、 ・パソコンの基本操作（エクセル等）が 近郊林から高山帯に及ぶ幅広
製品生産、販売に関す 可能な方
い国有林野において以下のと
ること
・体力に自信のある方
おり多様な業務を行っていま
（道のない森林内を歩くことがありま
す。
国有林野の治山事業及 す）
び林道事業に関するこ ・作業着、地下足袋、雨具、軍手、帽子
と
等の現場作業のできる支度をお願いしま ・国有林野の管理、獣害対策
に関すること
す。

・国有林野の森林整備、製品
生産、販売に関すること
・国有林野の治山事業及び林
道事業に関すること
・民有林と連携した森林整備
に関すること
・山村地域の振興と森林の総
合利用に関すること
8

中部森林管理局

東濃森林管理署

7月下旬
～8月下旬

１週間

１～２名 国有林野の森林整備、 ○職員と行動を共にすることにより現場 ○東濃森林管理署は、銘柄材
製品生産、販売に関す 業務を体験する。
「東濃桧」の生産を行ってお
る業務
・森林・林業に関心のある方
り、その伐採・搬出や保育作
・パソコン・タブレットの基本操作が可 業等の森林整備を行っていま
国有林野の治山事業及 能な方
す。また、崩壊した山肌を林
び林道事業に関する業 ・体力に自信のある方
地へ戻すための治山工事も継
務
（笹地や歩道のないところを歩く可能性
続的に実施しています。
林野巡視等の管理業務 あり）
・作業着、地下足袋、雨具、軍手、帽子 更には、国有財産の適正な管
等の現場作業のできる支度をお願いしま 理や山火事防止のための巡視
なども行っています。
す。

9

中部森林管理局

愛知森林管理事 8月22日（月） １週間
～
務所
8月26日（金）

２名

・国有林野の管理のた
め国有林と民有地界の
点検や見回りをしま
す。
・森林及び林業に関す
る知識の普及のため、
小学生等を対象とした
森林教室の講師の補助
をします。
・国有林野の立木調査
や木材生産箇所の監督
と検査業務の補助をし
ます。
・シカの食害防止ネッ
トの設置、下草刈り、
除伐、間伐作業の監督
補助を行います。
・治山事業工事及び林
道事業工事の現場監督
補助や工事箇所の調査
業務を行います。

○募集案内を掲示するURL： http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/

○国有林内を歩き調査等を行うため、
・山歩きに不安の無い方
・動植物に特別なアレルギーが無い方
・作業着、地下足袋、雨具、軍手、帽子
等の現場作業のできる支度が準備出来る
方
○また、調査等のとりまとめを行うた
め、
・パソコンの基本操作が可能な方

○愛知森林管理事務所の国有
林は愛知県の森林の約５％
（1万1千ha）を管轄していま
す。
その国有林において木材の
持続的かつ計画的な供給、間
伐などの計画的な森林整備の
実施及び山地災害等の防止・
軽減のための治山事業を実施
するとともに、愛知県や名古
屋等と連携を図るなかで低コ
スト造林の推進、シカ等の鳥
獣被害対策などを実施してい
ます。
○また、都市部に位置する国
有林は都市近郊林として一般
の方々に森林リクレーション
の場として利用されていま
す。

