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５月の見どころ聴きどころ⑪黄金色の「金華山」
（ツブラジイと岐阜城）が見頃（ペンネームつぶらな瞳さんからの投稿）
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平成 31 年 4 月

林野庁
中部森林管理局
平成三十一年度
の取組を発表

〈本局のトピックス〉

【企画調整課】
平成三十一年
四月十七日、中
部森林管理局、
名古屋事務所、
富山森林管理署
及び岐阜森林事
務所において、
平成三十一年度
の中部森林管理
局の取組につい
て、管内四県、
同時記者発表を
行いました。
ここでは、平
成三十一年度の
重要な取組や新
たな試みのポイ
ントをご紹介し
ます。
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（２）
林業の成長産業化への貢献
◇ 徹底的なコスト縮減と生産性向上 ◇
・
「生産性向上実現プログラム」の推進により、素材生産能力の高い事業

体の育成に取り組みます。
・伐採・造林一貫作業システムの実施や、主伐時に発生する末木枝条等
のＤ材について、木質バイオマス発電所等への販売や機械地拵えを実
施することにより、造林にかかるコストの縮減に取り組みます。
・ドローン、地上型レーザースキャナ、デジタルレーザーコンパス、丸

ドローンの活用

太検知システムといった新たな機器を試行的に活用し、事業実施に必
要な各種調査
（収穫調査等）
の効率化を推進します。
◇ 木材の安定供給とブランド材の推進 ◇
・天然木曽ヒノキの代替材として、80年生以上の高齢級で高品質な人工
林ヒノキを「

まるこうまるこく

木曽ひのき」として、木曽署、南木曽支署及び東濃署

の３署から積極的に供給します。
・ブランド材を用いたデザインコンペの開催や、
「信州プレミアムカラ
マツ」
の需要開発など、木材需要の拡大の取組を推進します。

高○
国 木曽ひのき」
「○

◇ 民有林と連携した取組 ◇
・今年度より始まる「新たな森林管理システム」の推進に向け、市町村で
活躍できる意欲と能力のある林業経営者の育成に取り組みます。
・森林施業共同団地の設定や民有林材との協調出荷、現地検討会の開催
等による民有林関係者への技術の普及や、自治体への助言等に取り組
みます。
（３）
「国民の森林」
としての管理経営

デザインコンペ展示会
（MIDORI長野りんごのひろば）

◇ 国民参加の森林づくり ◇
・皇太子殿下御即位記念慶祝行事の一環である分収造林契約による森林
づくり等に、企業やNPO等と取り組みます。
◇ レクリエーションの森 ◇
・
「国有林おさんぽMAP」の活用等により、国有林を通じた地域の観光振
興に取り組みます。
・コグニサイズ※等の活動場所の提供や、国有林が所在する地域、医療
機関、有識者等とのネットワークづくりに取り組みます。
※コグニサイズ：コグニション（認知）とエクササイズ（運動）を組み合わ

分収造林を契約した企業の社員に
よる植樹イベント（東信署）

せた言葉で、頭を使いながら運動をすることにより認知症予防になる。
◇ 地域住民等への情報の提供 ◇
・地域住民の方々に国有林をより身近に感じてもらうための取組として、
各署等において国有林の各種事業の現地見学会を開催します。

生産事業の現地見学会（東濃署）

adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada

adadadadadadadadadadadadadadadadadad

adadadadadadadadadadadadadadadadadad
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事業説明会で、
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五件のプレス

平成三十一年
度の取組の記者
発表と併せて
行った。
プレスリリー
ス は 、「 皇 太 子
殿下御即位記念
分収造林の実
施」
、
「日本美し
の森サポーター
制 度 の 導 入 」、
「国有林おさん
ぽＭＡＰの改
訂」
、
「木曽悠久
の森スマート
フォン写真コン
テスト」
、
「中部
地方の山並み〜
あの山なーに？
〜」です。
詳細は次の項
に掲載しており
ます。

リリースも実施

〈本局のトピックス〉

平成 31 年 4 月

adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada

adadadadadadadadadadadadadadadadadada

平成31年度・令和元年度の取組のポイント
１ 主要事業量
単
保育

位

富山県

長野県

岐阜県

愛知県

合

計

新植、植付

ha

－

169

73

42

284

下刈、つる切等

ha

－

747

368
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1,195

間伐

ha

117

2,756

1,262

234

4,369

主伐

千㎥

0.2

121

132

24

278

間伐

千㎥

14

385

229

38

666

計

千㎥

14

506

361

62

944

千㎥

2

185

64

15

266

千㎥

1

104

177

23

304

ｋｍ

0.6

4

2.9

1.4

8.9

収穫量
製品生産量
立木販売
林道事業

新設
渓間工

基

3

32

27

3

64

治山事業

山腹工

ha

3

23

9

5

41

地すべり防止工

ha

－

178

－

－

178

※事業量は、項目毎小数点以下四捨五入により、計が合わない場合があります。
※立木販売には分収育林及び分収造林を含んでおり、分収契約者の意向等により変更する場合があります。

２ 重要な取組や新たな試み

（１）
公益的機能の一層の発揮
◇ 多様な森林への誘導 ◇

・主伐時の有用広葉樹の保残等により、針広混交林等の多様な森林づく
りを推進します。

広葉樹の保残

◇ 安全・安心への貢献 ◇
・
「国土強靱化緊急森林対策」への取組として、集中豪雨等に対する山地
防災力を高めるため、治山施設の設置等による荒廃山地の復旧・予防
対策、流木対策を集中的に実施します。
・大規模な山地災害が発生した際は、国有林の有無にかかわらず、県や
市町村等とのヘリコプターでの合同調査や森林土木技術者の派遣等に
より、被災地の早期復旧に向けた支援を行います。

ヘリコプターによる被災状況調査

◇ ニホンジカ被害対策 ◇
・くくりワナの貸し出しによる捕獲圧の強化や、昨年度から試行中の請
負事業体と猟友会が連携した「ついで見回り・通報」
「ついで捕獲」を本
格化するなど、地域ぐるみのニホンジカ対策を推進します。
・くくりワナによる捕獲で問題となっている、錯誤捕獲防止用ワナ等の
開発及び普及に取り組みます。

請負事業体職員による
猟友会員の案内（南信署）

adadadadadadadadadadadadadadadadadada
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森林の中で過ごすことでストレスホルモンが減少し、リラックス効果が期待できるほか、
歩き方を工夫することにより骨粗鬆症、認知症予防の効果も期待できるといった情報も掲載
し、44 ルートとあわせてホームページで紹介しています。

44

10
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平成三十一年四月十七日
五
 件同時プレスリリース！

47

しい健康づくりに役立てていただ
きたいと思います。
詳細は、ＱＲコードを読み込ん
でください。

災害や降雪などにより、現地へのアクセスやおさんぽができない場合があります。

を導入することとなりました。
「日本美しの森～お薦め国有林
～」の選定をきっかけとするサ
ポーター制度の導入は、これが全
国で初めての試みとなります。

駐車場からの往復距離 約５．０ｋｍ
所要時間 約９０分（→の順でおさんぽ）
歩数 約８０００歩
（177cm 50代男性の一例）

その収益（販売代金）を国と造
林者とで予め契約した一定の割
合で分収する制度です。
詳細は、ＱＲコードを読み込ん
でください。

軽井沢 野鳥の森コース

皇太子殿下御即位記念分収造林の
 実施 ～令和改元記念の森林～

分収造林地植栽の様子

【森林整備課】
「国有林おさんぽＭＡＰ」 の
皇太子殿下御即位に伴う慶祝行
改訂について
事として、
「皇太子殿下御即位記 「日本美しの森～お薦め国有林」 に

念分収造林」を実施し、国民参加
選定されたことを受けた全国初の 【保全課】
 サポーター制度の導入について
による森林づくりの促進を図りま
中高年の方が気軽に楽しく心身
す。
【保全課】
の健康づくりができる国有林を、
実施時期
林野庁では、平成二十九年四月
管内（富山、長野、岐阜、愛知の
分収造林契約
に、特に優れた自然景観を有する
四県。六五万㌶）から四十四ヶ所
を令和元年五月
など潜在的魅力のある国有林のレ
を選定し、
「国有林おさんぽＭＡ
一日から令和二
クリエーションの森を、
「日本美
Ｐ ～ Chubu National Forest
年三月末日まで
しの森～お薦め国有林～」として
Footpaths ～」として取りまと
に締結します。
全国で九十三箇所選定しました。 め、昨年 月に公表したところで
収益分収
す。
中部森林管理局管内では十箇所が
国百分の二十、造林者百分の
春の行楽シーズンを目前に控
該当しています。
八十とします。
え、この度、利用者の利便性を高
このうち「№ 戸隠・大峰自然
めるため、改訂版（初版で省略し
公募箇所の公示について
休養林」については、今般の選定
ていた現地施設の名称等を追加）
実施予定箇所は、今後当ホーム
を受けて戸隠大峰自然休養林保護
を作成するとともに、ＱＲコード
管理協議会が行う日本美しの森の
ページでお知らせします。
を新たに設定しました。
維持管理等に対して、資金面や資
※国 有 林 の 分 収 造 林 は 、 造 林 者

好天のおさんぽ日和には、是
（国以外の者）が、契約により
材、労力面で民間企業等が支援を
非、
「おさんぽＭＡＰ（改訂版）」
国有林に木を植えて一定期間育
行う、レクリエーションの森の
て、成林後に分収木を販売し、 「オフィシャルサポーター制度」 を活用いただき、森林の中での楽

標識

スタート・ゴール地点

バスロータリー

146

休憩所

標識

～野鳥のさえずりに包まれながら～

おさんぽルート

中軽井沢駅
（星野温泉トンボの湯）

至

散策路

ビジターセンター

群馬県
嬬恋村

至

東信森林管理署

国有林おさんぽMAP （東信２）

平成 31 年 4 月

〈本局のトピックス〉
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B - 3 中部局庁舎より西方向（局）
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「中部地方の山並み～あの山
なーに？～」 の開設について

針ノ木岳
（2,821m）

槍ヶ岳
（3,180m）



真を掲載しております。
レジャーやお仕事で移動される
際、遠くの美しい山並みをご覧に
なって、
「あの山の名前は何だろ
う？」と気になった時には、是非
このサイトをご活用ください。
また、未掲載の山並みの写真の
募集を行っていますので、御応募
をお待ちしています。
詳細は、ＱＲコード
を読み込んでくださ
い。

1

「木曽悠久の森」 スマートフォン
 写真コンテストの実施について

【計画課】
【企画調整課】
木曽地方のヒノキなどの温帯性
中部森林管理局では、富山、長
針葉樹林は、世界的にも希少で貴
野、岐阜、愛知の四県の国有林
重な存在となっています。中部森
六五万ヘクタールを管理していま
林管理局では、この地域を「木曽
す。管内には北・中央・南アルプ
悠久の森」として設定し、この貴
スを代表に三千㍍級の峰々が連
重な森林資源の保存・復元を図る
なっており、都市近郊の里山から
ための取組を行っています。この
高山帯まで日本百名山のうち三七
取組を多くの人に知っていただき
座をはじめとして、多種多様な
訪れてもらいたいという思いか
山々が分布しています。
ら、今回写真コンテストを開催す
こうした山々は、見る場所や方
ることとしました。写真はスマー
角次第で見え方も変化するため、
トフォンで撮影し、その電子デー
観光で中部地方を訪れる旅行者の
タを応募用メールアドレスに送信
方々には、美しい山並みを構成す
していただきます。応募のありま
る個々の山の名前等が分かりにく
した作品について審査を実施し、 い状況にあります。
入賞した作品について 月上旬
このため、中部森林管理局で
頃、赤沢自然休養林にて表彰式を
は、職員が局署の庁舎や観光名所
開催します。
から撮影した山並みの写真につい
募集期間
て、主要な山の名前や標高ととも
平成三十一年四月二十七日～令
に紹介する「中部地方の山並み～
和元年八月三十一日
あの山なーに？～」コーナーを、
応募方法等詳細は、ＱＲコード
新たに局のホームページに開設し
を読み込んでください。
ました。今回は、ＡからＳの十九
箇所より二十四方向を撮影した写
2
3

蓮華岳
（2,799m）

餓鬼岳
唐沢岳
（2,647m）
（2,633m）

燕岳
（2,763m）

大天井岳
（2,922m）

2
1

1
4
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岐阜農林高校へ林野庁からの
出前講座


【岐阜森林管理署】
二月十九日、岐阜農林高校にお
いて、林野庁経営課林業労働対策
室が実施する出前講座に、職場内
研修で若手署員六名が参加しまし
た。
出前講座では、森林科学科一年
生三十九名を対象に、安全な林業
について知ってもらうとともに、
林業における労働災害を減少させ
ることを目的として催され、
「林
業労働災害ＶＲ体験シミュレー
ター」を用いた仮想空間でチェン
ソーによる労働災害や高性能林業

チェンソーVR体験高校生

機械の操作を疑似体験しました。
岐阜県中部山岳国立公園
チェンソーによる伐木作業のＶ
 活性化推進協議会設立総会
Ｒ体験では、つるがらみやかかり
木の不適切な処理を行った場合に 【飛騨森林管理署】
発生する重大災害を、高性能林業
三月五日、岐阜県高山市の市民
機械のシミュレーターでは、実際
文化会館において「中部山岳国立
のハーベスタのレバーを操作し、 公園活性化推進協議会設立総会」
作業地や動
が、行政機関や観光業関係者らが
きが忠実に
出席し開催されました。
再現された
この協議会は、北アルプス ・
環境で、伐
乗鞍岳のほか乗鞍山麓五色ヶ原の
採・造材作
森や、奥飛騨温泉郷などを対象
業を体験し
に、昨年策定された五ヶ年の活性
ました。
化基本計画に基づき計画の実施や
生徒から
情報共有などの目的で設置されま
は「仮想だ
とわかっていてもリアルで怖かっ
た」
、
「林業の仕事で死亡事故が多
いことに驚いた」
、
「ＶＲやシミュ
レーターは自分のことのように作
業ができるのでとても勉強になっ
た」署員からは、
「災害事例集を
読むだけではインパクトが無い
が、浴びせ倒しや中段切りを実際
にやってみて危険を疑似体験する
ことで鮮明な記憶が残った」と
いった声が聞かれました。

した。
総会では、國島高山市長から
国・県・市の行政だけではなく、
地域の皆さんが一緒になって課
題・情報等を共有し、地域の活性
化に向けて進めてまいりたいと挨
拶されました。
続いて、事務局より活動方針を
説明後、各委員からは、ハード面
だけでなく、国内外等視察や料理
のおもてなしなどソフトの面も強
化していただきたい。また、観光
地として目的をもってもらえる場
所にすることが重要であるなど意
見が出されました。
協議会役員については、会長に
高山市長、副会長に岐阜県環境生
活部長、会計幹事に濃飛乗合自動
車代表取締役社長、飛騨森林管理
署長が就任しました。
今後は、行政機関・民間団体・
地域と連携しながら、当署として
は、国有林の観光の利用につい
て、地域振興への寄与を念頭に貴
重な森林・自然を守る所は、しっ
かり守るという方針で地域の活性
化に貢献できればと考えていま
す。
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〈各地からのたより〉
第 181 号

ハーベスタの操作をする署員

協議会設立総会の様子

獲の委託や協定、職員による捕
南信森林管理署の
獲、ワナ捕獲通知システム、高山
シカ被害箇所を視察

植物を守るための地域と連携した
【愛知森林管理事務所】
防護柵設置
三月二十五日、二十六日の二日
等に取り組
間、当所でシカ被害対策に関わり
んでいま
の多い若手職員ら六名が南信森林
す。
管理署のシカ被害箇所等を視察し
愛知所で
ました。南信署が管轄する国有林
も、近年シ
では、シカの生息数が極めて多
カの生息数
く、中部森林管理局の中でも先進
が増加して
的なシカ対策がなされています。
おり被害の未然防止が課題となっ
一日目は下諏訪町にある東俣国
ています。
有林において、諏訪大社の御柱用
今回視察した先進地の取組を参
のモミのシカによる剥皮被害防止
考に、シカ対策に取り組んでいき
のための、植栽木への食害防止
たいと考えています。
ネットが巻きつけてある箇所を、
二日目は、伊那市長谷にある浦国
社会貢献の森で森林整備を実施
有林において、森林内の下層植生
が食べ尽くされた箇所を視察しま 【富山森林管理署】
した。
四月六日、富山森林管理署管内
この国有林は、猟師と事業体が
の大沢野国有林において、地域の
連携してワナ捕獲を行う、
「つい
ＮＰＯ法人と協働で保安林整備作
で見回り・通報」を行ったところ
業を実施しました。
であり、この取組により、百五
今年の春は、寒冷前線の影響で
十六頭のシカを捕獲できたそうで
天候不順が続き、開催を危ぶむ声
す。
も聞かれましたが、当日は晴天に
このほか、南信署では、シカ捕
恵まれ汗ばむような陽気の中、ウ

ンバー十二名（内、女性四名）と
富山森林管理署の職員二名が、繁
茂した竹の伐採、雪害などで折損
した竹の整理、チッパーによる竹
の粉砕など、各作業を分担して行
いました。
作業終了後には豊富な具材の鍋
汁が振る舞われ、舌鼓を打ちなが
ら会話が弾み、心地よい疲労感と
達成感に満たされながら散会とな
りました。
今後も継続して森林整備を行っ
ていくことが大切であり、署とし
ても「きんたろう倶楽部」と連携
してこの活動に取り組んでいきた
いと考えています。
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現地で作業を行っている参加者

グイスの声を聞きながらの作業と
なりました。
この活動は、富山市の旧七市町
村を拠点に里山の再生など様々な
活動を展開するＮＰＯ法人「きん
たろう倶楽部」と、富山森林管理
署が平成二十二年に社会貢献の森
として協定を結び、毎年協働で、
社会貢献の森（防風保安林）に指
定されている大沢野国有林２２２
ら 林 小 班 （ 二 ・八 六 ㌶ ） に お い
て、林内に繁茂する竹やぶを整理
する目的で数年前から継続してこ
の時期に実施しているものです。
この活動は、
「風とせせらぎの
いなしろ
森（稲代）竹林整備」と題し、主
催のＮＰＯ法人から参加されたメ

除伐した竹をチッパーで粉砕

第 181 号

〈各地からのたより〉
平成 31 年 4 月

東俣国有林 見学の様子

新幹部の紹介（４月１日）

出身地 愛媛県
昭和 年４月
高知局川崎署採用
平成 年９月
九州局総務企画部長
平成 年４月

の中部局勤務です。中部局と聞く
と、赤沢美林の木曽ヒノキや濃尾地
方の銘木市場がまず浮かびます。
森林・林業は、これまでの間伐を
中心とした森林整備から、人工林の
多くが主伐期を迎え、森林環境税や
森林経営管理法の施行など、成長産

指すのかが求められています。
私は、最近、総務の仕事が続き、

勤務地であり、伝統あるこの局での

勤務を本当に楽しみにしています。

たことから、次長として広範な業務

ある偉大なる「木曽ヒノキ」も仕事

「秋田スギ」
、そして、最後の一つで

特に日本三大美林の「青森ヒバ」
、

を担当することに期待と緊張を感じ

をしつつ見られることに感激してい

組織の内に目を向けることが多かっ

ています。
中部局で、日本アルプスのさわやか

でいます。日頃より危険予知の訓練

さて、何をする上でも危険は潜ん

ます。

な峰々を見上げながら、皆様と一緒

等を行うなど危険を回避する習慣を

広範な方々のお話を聞き、伝統の

に考えていきたいと思います。よろ

身につけることが大事だと考えてい



（五十音順）

抱負等を紹介いたします。

今年度の、新規採用者の皆さんの

す。

けて、管内各署等へ配属となりま

新規採用者の皆さんは、研修を受

女性四名）されました。

へ十三名の職員が採用（男性九名、

平成三十一年度、中部森林管理局

ようこそ！中部森林管理局へ

す。

ていきますのでよろしくお願いしま

るく、風通しのよい職場」を目指し

今後とも職員の皆様とともに「明

ロ災に向け頑張りましょう。

で新たな気持ちをもって今年度はゼ

ます。年号も「令和」となりますの

しくお願いします。

出身地 宮城県
昭和 年４月
青森局人事課採用
平成 年４月
関東
 局森林放射性物質汚染対策セ
ンター所長
平成 年４月
東北局米代西部署長
平成 年 月

東北局宮城北部署長
三十八年間、国有林等で勤務をし

抱負

後の対応から、新たな森林・林業政

てきましたが、中部局は、初めての

①岐阜県飛騨市

②クロスカントリースキー、登山

③何事
 にも前向きに取り組み、様々な知
識や技術を一日でも早く習得できるよ

う頑張ります。

①沖縄県南風原町

②読書、写真撮影、旅行

③目の
 前の業務に集中し、多くの経験を
積んで、どこでも活躍できる人材にな

れるよう頑張ります。
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てつろう

あおき

和正

森脇

かずまさ
もりわき

業化へ向けて大きな変化の時期が到

肇
相澤

はじめ

あいざわ

関東局総務企画部長
平成 年４月
林野庁林政課管理官
抱負

（名古屋事務所長）

次長を拝命した森脇です。初めて

次長

策や地域の中で、どのような姿を目

（木曽署）

（北信署）

総務企画部長

59

25

27

30

来しています。国有林も一般会計化

10

青木 徹郎

赤嶺江里奈

あかみね え り な

56

24

27

28

平成 31 年 4 月
第 181 号

（南木曽支署）

分のものとできるよう頑張ります。

できるように頑張ります

②散策、読書

きたいです。

（中部局）

③一つ
「森林の
 一つの経験を大切にし、
エキスパート」となれるよう努めて参
ります。

返しができるように尽力します。

①島根県雲南市

③日々
 の仕事の中から多くのことを吸収
し、学んで、現場で活躍できる知識と

②サイクリング、旅

（東信署）
技術を身につけたいと思います！

開講式の様子（局研修所）

②釣り、ツーリング

①長野県長野市

水倉 潤一
②空手、吹奏楽

みずくら じゅんいち

②スイム、ウォーキング

（中信署）

②テニス

①長野県千曲市

そうた

③必ず
 「皆様の仕事を楽にして負担を減
らす」ことをお約束します。

①埼玉県川越市

治山事業所）
②登山、極真空手、ローカル線の旅

つむら

人前になれるように努力したい。

①長野県飯綱町
②読書、温泉巡り
③多く
 の知識や技術を吸収し、少しでも
早く上司の方々や地域の方々のお役に

（南信署）

立てるようになりたいです。

（伊那谷総合

③私は
 生まれも育ちも長野県で、山とと
もに生きてきました。そんな山々に恩

①長野県大町市

平岡 颯太
ひらおか

たける

舟木 武
ふなき

りょうか
こいけ

なおき

③「感
 謝」の気持ちを忘れずに仕事に取
り組みたいです。

①石川県金沢市

いきたいと思います。

②剣道、カラオケ

（飛騨署）

②音楽鑑賞、バドミントン

①愛知県名古屋市

かずえ

②登山、キャンプ

（東濃署）

（中部局）

津村 直樹

③公務
 員としての自覚を持ち、一つ一つ
の仕事を丁寧にこなして一日も早く一

たかはし

こうじ

③新し
 く覚えることが多いですが、少し
でも早く知識を身につけ、仕事に貢献

①愛知県西尾市

横田 和江

よこた

ゆうた

鳥居 裕太
とりい

み か

高橋 幸二

③職場
 や地域の方々とのつながりを大切
にしながら、いち早く知識や技術を自

（富山署）

（岐阜署）

③新し
 い地での人との出会いを大切に、
多くのことを吸収し、仕事に励んでい

①愛知県名古屋市

酒井 美佳

さかい

しょうへい
おおた
かみと

こうすけ

③森林
 ・林業に関する幅広い知識を身に
付け、地域に貢献できるよう努力して

①静岡県浜松市

太田 祥平

上戸 公介

小池 諒香
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■渓谷美
三河の奥
座敷と呼ば
れる「くら
がり渓谷」
は、春は鮮
やかな新緑
の中から野
鳥のさえず
りが聞こ
え、夏は涼
しい清流に
カジカが鳴
き、秋はカ
エデやクヌ
ギなどが清
流を赤黄に
染め、冬は
渓谷沿いの
ハイキングコースを登れば、本宮
山の山頂からは南アルプス連峰や
三河湾を一望できます。また、テ
イカカズラ、ギンランなどの山草
が四季を通じて咲き、その魅力の
多彩さ、四季折々の渓谷美には定
評があります。
◆マス釣り、マスつかみ
渓谷沿いには、キャンプ場やコ

テージなども整備されており、野
になることをお勧め致します。
外生活が体験できるほか、くらが
り渓谷の風物詩的存在となってい
るマス釣りやマスつかみは、水遊
びも同時に楽しめることから、特
に夏休み期
間中多くの
家族連れで
賑わい、一
度に数十人
の方が体験
できるた
め、会社の
集まりなど
団体にも利
用されています。
◆手軽にＢＢＱ
ハイキングなどで渓谷を満喫し
た後は、デイキャンプ場で気軽に
バーベキューも楽しめます。地元
のブランド肉「三州牛」
「みかわ
◆アクセス
もち豚」を中心に盛り合わせた手
ぶらで楽しめるセットメニューが 【東名】岡崎ＩＣから約四十分
【新東名】岡崎東ＩＣから約二十
用意されています（要予約）
。
このように「くらがり渓谷」 分
は、マイナスイオンたっぷり、訪 【鉄道】名鉄「本宿駅」から名鉄
バス 「くらがり渓谷」行き終点
れる人々の心を癒やしてくれる場
下車すぐ 三十五分
所ですので、是非一度お立ち寄り

線

BBQを楽しむ利用者様

本宿駅
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地
当
ご
自慢
くらがり渓谷

73

愛知森林管理事務所

■ 日本美しの森～お薦め国有林～
くらがり渓谷は、岡崎市街から
東へ約二十六㌔㍍、本宮山県立自
然公園の南西部に位置する景勝地
で、広葉樹と針葉樹からなる天然
林があり、その間をぬって流れる
清流は、大小様々な瀬と淵と滝を
つくり、その変化に富む岩と美し
い森林が見事に調和した自然美を
創りだしており、森林浴や自然観
察に適した場所として、
「レクリ
エーションの森・風致探勝林」に
指定されています。また、渓谷沿
いには、
「くらがり八景」として、
不動の滝・さるとび岩・岩根の杉
林・おきな淵など随所に見所があ
るなど、魅力的な観光資源として
の活用が期待されることから、
「日本美しの森～お薦め国有林～」
に選定されています。

車道
速自動

473号線

高
新東名

★
くらがり
渓谷

37号

さるとび岩
渓谷美

平成 31 年 4 月
第 181 号

マス釣りを楽しむ子供たち

岡崎ＩＣ

東名高速
自動車道

りんやちょう
り
も

国有林と言えば現場、現場と言えば
森林官！しかし、一般の方には余り馴
染みがないと思います。
そこで各地にある森林事務所や地域
の特色、森林官の仕事などを紹介して
いきます。

シリーズ
﹁森林官からの便り﹂

は、夏になるとニッコウキスゲや
タテヤマリンドウ等の色とりどり
の花が咲き揃い入山者の心を和ま
せてくれます。

この北ドブ湿原周辺と八剣山に
至る歩道は、国有林の管理歩道で
もあることから、非常勤職員らの
手によって、安全で美しく、快適
な歩道に整備されています。
さて、もう一つ紹介したいのが
地元産「木島平米」です。
「緑のダム湖」と呼ばれるカヤ
ノ平のブナの原生林を源流とする
一級河川（樽川・馬曲川）の清ら
かな雪どけ水と昼夜の寒暖差・肥
沃な土壌に育まれた「木島平米」
は、コメのオリンピックと呼ばれ
ている「第
二〇回米・食
味分析鑑定コ
ンクール国際
大会」におい

四つのスキー場を擁する
地域のシンボル「高社山」

て、十年連
続金賞を受
賞し、当事
務所周辺の
食堂等でも
味わうこと
ができ、私自身の健康づくりにも
役立っています。
春になっても、当事務所管内
は、まだまだ積雪が多く、現場に
行くことができないため、現在
は、事業実行に関する内務が中心
となっています。
今年は、第六次施業実施計画の
樹立に加え、生産・造林事業、境
界やレク森の管理等、業務は多岐
にわたりますが、降雪時期を考慮
し、計画的な事業実行に努めてい
きたいと考えています。
冬場のご当地ならではの行事
に、北信地区安全対策協議会主催
の「スキー場安全対策パトロー
ル」があり、今年のパトロールで
は、飯山地区八箇所のスキー場の
安全管理対策について、関係機関
が一堂に会し、現地パトロールを
踏まえた様々な立場からの意見交
換をすることができ、国有林への

「生の要望」を聞く良い機会とな
りました。
■未来の担い手へのメッセージ
この二月に森林官となり、奥地
の造林地等を目の当たりにする
と、当時の先輩たちの山に対する
「思い」を痛感するとともに、
「こ
れからの森林づくり」を考えさせ
られます。
また、業務を通じ、改めて地域
の方々と接する中で、国有林に対
する様々な興味や関心があること
に気づかされ、そうした皆さんの
期待に応えられる山作りができる
この職場は、大変魅力があると思
います。
代々受け繋がれた美しい山々を
次世代に繋げるため、若手の皆さ
ん、一緒に山を歩きませんか。
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【北信森林管理署木島平森林事務所】

森林官 永原 光

木島平森林事務所は、長野県の
北部、下高井郡木島平村に所在
し、主に木島平村、山ノ内町及び
栄村の一町二村にまたがる約七、
三〇〇㌶の国有林を管理していま
す。
管内には、地方紙などで「日本
一美しいブナの原生林」と紹介さ
れた「カヤノ平自然休養林」があ
り、樹齢二〇〇年～三〇〇年と言
われるブナの大木が入山者に驚き
と感動を与えており、休養林内に
は、キャンプ場も併設されている
ことから、毎年、全国各地からの
利用者で大変な賑わいをみせてい
ます。
また休養林内の北ドブ湿原で

北信署スキー部合宿（右から三人目が筆者）

北ドブ湿原の
ニッコウキスゲ
初冬のブナの原生林と遊歩道

第 181 号

〈森林のお仕事紹介コーナー（農林水産省林野庁）〉

平成 31 年 4 月

り
も

受注してくださる民間事業体あって
の国有林。そこで、国有林の植林や間
伐などを行う森林・林業事業体からの
投稿をもとに、頑張っている若者や女
性技術者などを紹介していきます。

シリーズ

おぶち

しんじ

﹁森林・林業界からの便り﹂

株式会社吉本
小淵 真二
（二〇〇七年入社）

■事業の概要
請負事業：森林
 環境保全整備事
業（伐採・造林一貫
作業ほか 軽井沢）
発注者：東信森林管理署

事業内容は、長倉山国有林他の
一二六・六七㌶の間伐率三〇％の
列状間伐による保育間伐と、一部
は皆伐とコンテナ苗植栽の一貫作
業です。
作業システムは、
・作業路開設による路網整備
・チェ
 ンソー及びハーベスタによ
る伐倒
・グラ
 ップル・ウインチによる集
材
・ハーベスタ造材
・フォワーダ搬出等

高性能林業機械作業システムに
より四、
六五〇立方㍍の間伐材を
搬出しています。
■現場での役割・魅力
現場では主に作業道の開設をし
ています。作業道開設にあたって
は地形・施業方法・作業強度の緩
和等を考慮し、今現在だけでな
く、将来にわたって使える作業道
作りを心掛けています。
この作業は、後の本作業の効率
にも大きく影響しますし、また山
を掘ってしまえば二度と同じ状態
に戻せないので、どこにでも道を
開けて良い訳ではありません。
日々責任感と緊張感を感じてい
ますが、そこにやりがいも同時に
感じています。
林業の魅力は自然の中で仕事が
でき、自分の仕事が後世に残ると
いうスケールの大きさと一見単純
作業のように見えても、同じ木は
一本もないので、常にその時の状
況に対応する力が求められるとい
う仕事の奥深さと私は思っていま
す。
■森林・林業の世界に
入ったきっかけ


㈱吉本に
入社前は北
海道の林業
事業体に従
事してお
り、きっか
けは、大学
時代の部活
の友人が北
海道で林業
をしている
と聞きそういう生活もいいかなと
思い友人と同じ会社に就職しまし
た。
最初は本当にこの仕事で一生
やっていけるのかと思っていまし
たが、仕事を続けていくうちにこ
れまで感じたことのない達成感と
ワクワク感のある仕事であると気
付き、この仕事を続けたいと思え
るようになりました。
■未来の担い手へのメッセージ
キツイ仕事と思われています
が、いざやってみるといろいろな
ことが起きるので、飽きることな
く楽しい仕事だと思います。
興味がある方はまず見学だけで
もお勧めします。
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も

受注してくださる民間事業体あって
の国有林。そこで、国有林の林道や治
山工事などを行う林業土木事業体から
の投稿をもとに、頑張っている若者や
女性技術者などを紹介していきます。

シリーズ
﹁林業土木業界からの便り﹂

田島建設株式会社
みやざき
かつや
宮崎 克哉
（二○一八年入社）

■事業概要
請負事業：小黒川復旧治山工事
発注者：南信森林管理署
長野県伊那市長谷黒河内国有林
において、崩壊地の復旧計画の一
部として、谷止コンクリート工及
び、かご枠土留工、丸太筋工、植
生マット伏工といった山腹工の治
山工事を行っています。

■現場での役割・魅力
本事業は数年計画の復旧事業の
途中ということもあり、完成した

時に全体に調和が取れるよう設計
に基づいた中で調整をするという
ことが求められる現場でした。
その中で運営全般に携わる現場
代理人として工事に携わりまし
た。
治山の仕事は大変ですが、町の
中の仕事に比べ、日々自然の変化
を感じながら仕事ができます。ま
た完成したとき、大変な達成感を
得ることができるのが魅力であ
り、やりがいを感じるところだと
思います。
■林業土木の仕事に
入ったきっかけ

六年程前に製造業に勤めていま
したが、会社が諸事情により閉鎖
することになり、知人の紹介にて
土木業界に入ることになりまし
た。
初めは経験のない仕事に就き戸
惑っていましたが、諸先輩方の指
導のおかげで土木の仕事の楽しみ
を知り、続けることができていま
す。
■未来の担い手へのメッセージ
建設業界は厳しいというイメー
ジを持っている方が多いかもしれ

ません。私自身もこの業種に就く
前にはあまり良いイメージを正直
持っておりませんでした。しか
し、いざ自分が体験してみるとこ
の仕事が大変面白くやりがいのあ
る仕事だと感じられました。
自分がこの仕事に務まるかどう
かは経験しないと分からないこと
です。まずは気軽な気持ちで、こ
の仕事に携わってみてはどうで
しょうか。
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きどころ

国の重要無形民俗文化財に指定された
が盛りだくさん！さらに「令和」を記念
して、地元ならではの餅投げを行いま
地芝居が二幕上演されます。
（会場：大
す。東濃署も丸太切りや鉛筆立て作成等
鹿村大河原大磧神社）
の
のブースを出展します。
（会場：裏木曽
⑤３日 青い目の人形一般公開
（南信署 大鹿村） 街道公園・道の駅「花街道付知」）

⑨５日 白山長滝神社でででん祭り
昭和二年にアメリカから日本各地へ贈
〜魅力イッパイ国有林〜
られた人形の一体。第二次大戦中大切に
（岐阜署 郡上市）

かくまわれた人形をご覧いただけます。
日本三霊山の白山（大白川国有林）を
【上 旬】
（会場：大鹿小学校）
霊峰とし全国各地に分布する「白山神
①４月
日～５月６日、 日、 日 乗
⑥３～
社」の中心的神社で行われる豊作、豊

 ５日 第 回いいやま菜の花まつ
（北信署 飯山市） 蚕、無病息災を祈願する祭り。独特の太
鞍スカイライン早期開通オープン
り

（飛騨署 高山市）
菜の花公園を中心に千曲川沿いに一斉
鼓を敲く音から、でででん祭りと呼ばれ

に咲き誇る菜の花は、北信州いいやまに
夫婦松展望台まで開通、ここからの展
ています。
望は絶景です。
春の訪れを知らせます。黄一色の絨毯と
⑩「国田家」の芝桜が見頃
化したその光景は見事です。
②４月 日、５月１日、５日 目指せ！
（岐阜署 郡上市）


（会場：いいやま菜の花公園）
絶景と感動の鍋倉山山頂！
「飛騨美濃せせらぎ
（北信署 飯山市）
街道」沿いの明宝奥住

なべくら高原のシンボル 鍋
の国田家のお花畑で、
｢ 倉山 。
｣
根開けと芽吹きの美しいブナの森を抜け
白・ ピンク ・薄紫色の
て山頂からの絶景が楽しめます。
可憐な芝桜が咲き、一
面じゅうたんを敷き詰
めたかのような美しさです。平成四年に
⑦３～５日 塩の道祭り
「農林水産大臣賞」平成八年には「内閣
 （中信署 小谷村、白馬村、大町市） 総理大臣賞」を受賞した名実共に日本一
小谷村、白馬村、大町市の三市村にま
のお花畑です。
たがる「塩の道」を歩く「塩の道祭り」 ⑪黄金色の「金華山」が見頃
が、三日に小谷村、四日に白馬村、五日
（岐阜署 岐阜市）

に大町市で催されます。往時の面影が色
ツブラジイが満開となるこの時期の金
濃く残る昔のままの古道で、道中、施設
華山国有林は、その名の如く黄金色に輝
見学や地元のおもてなしがあります。
く金華山になります。
⑧３日～５日 第二十九回つけち森の市
⑫９日 諏訪大社御柱仮見立て
（東濃署 中津川市）
（南信署 下諏訪町）


「木のまち」付知で木とふれあう三日
令和四年に行われる諏訪大社御柱大祭
間。木製の雑貨や木工ワークショップ、 の下社御用材の仮見立てが東俣国有林山
苗木の無料配布など木に関するイベント
中で行われます。諏訪大社・地元代表

者・地区大総大・氏子
ほか関係者のみで現地
確認が行われ、秋宮・
春宮合わせて八本の候
補木が見立てらます。
三年後の御柱祭に向け、
早くも奥山に氏子の熱
気が沸き立ちます。
（※森林奥山のため、
関係者のみの開催となります。
）

【中 旬】

⑬ 日
播隆祭・北アルプス飛騨側開山

（飛騨署 高山市）
祭 
北アルプス笠ヶ岳、槍ヶ岳開山の祖で
ある「播隆上人」を讃え行われる北アル
プス飛騨側の開山祭。シーズン中の安全
祈願の後、奥飛騨に伝わる獅子舞や鶏芸
が披露されます。
⑭ 日ぎふ長良川鵜飼い開き
（岐阜署 岐阜市）

金華山国有林の麓、長良川河畔では、
七世紀頃から鵜飼いが行われており、
千三百年以上の歴史を持つとする由来あ
る「長良川鵜飼い」が十月十五日まで行
われます。
⑮ 日 恵那山ウェストン祭
（東濃署 中津川市）

外国人として初めて恵那山に登り、世
界に紹介したウォルター・ ウェストンに
ちなみ、ウェストン祭として山の無事
故を祈念し、記念登山や式典が行われま
す。
（会場：恵那山ウェストン公園）
⑯ 日
 ～ 日長野県で初めて開催される
第三五回全国削ろう会信州伊那大会
（南信署 伊那市）
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27

28

聴

見

③３日 鬼無里神社 春の例大祭
（北信署 長野市 鬼無里）

紅白の幕や五色の吹き流しで飾られた鬼
無里神社祭屋台（山車）一台が氏子たち
大勢に曳かれて町の家並みを練ります。
山国文化伝承館の通年展示されている祭
屋台の、年一度の晴れ舞台です。
④３日大鹿歌舞伎春の定期公演
（南信署 大鹿村）
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11
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 日 美ヶ原牧場放牧祭り
⑳ 日 第十三回したら森林まつり
（愛知所 設楽町）
（中信署 松本市）


自然とのふれあいを通じて森林や林業
美ヶ原牧場の放牧開始にあわせて放
の役割や大切さを学ぶことのできる催し
牧祭りが美しの塔周辺で開催されます。
です。
（会場：つぐ高原グリーンパーク）
約四〇〇㌶の広大なエリアに三五〇～
 日 白山中居神社春季例祭
四〇〇頭の牛が放牧されます。当日は、
（岐阜署 郡上市） もちつき大会や牛とのふれあいコーナー

樹齢二百年から千年の百五十本にもお
など盛りだくさんのイベントが催されま
よぶ杉の大木に囲まれた白山中居神社
す。ただし、乾杯は牛乳です。
で、春季例祭が行われ五段の神楽が奉
 日 能郷白山開山祭
納されます。五段の神楽は、保安元年
 （岐阜署 本巣市）
（一一二〇年）より伝わる雅楽に合わせ、
根尾川の源流部、大
河原国有林に鎮座する
二人の巫女が鈴・扇・幣・鳶・二古来人
舞の五種類の舞を奉納します。
「能郷白山（一、
六一七
㍍）」は、泰澄によっ
【下 旬】
て開山されたと伝えら
 日 乗鞍山麓五色ヶ原の森開山祭
れています。
（飛騨署 高山市）
 日
第五十三回貞逸祭・白馬連峰開


今年も乗鞍の山
山祭 
（中信署 大町市）
麓に広がる原生林
北アルプス白馬連峰の山開きを告げる
をトレッキングす
歴史ある山岳イベントです。当日は、白
るガイドツアーが
馬大雪渓まで行くトレッキングツアーが
始まります。ここ
開催されます。雪渓では春スキーやスノ
でしか体感できな
ボも楽しめます（用具は各自持参）
。下
い大自然が堪能で
山後には恒例の豚汁、山菜の天ぷら等の
きます。
ふるまいも行われます。
 日 乗鞍高原すもも祭りｗｉｔｈ
 日 森の宝島 はぎわら

山菜フェスタ
（中信署 松本市）
（岐阜署 下呂市）


すももの花が咲き乱れ、残雪が残る
市内のサークル活動や、趣味・生きが
三、
〇二六㍍の乗鞍岳を望む一ノ瀬園地
いとしてのハンドメイドや体験活動な
で開山祭が開催されます。開山祭とし
ど、下呂市で生活する「宝物」をお披露
て、手打ち蕎麦や地元でとれた山菜の天
目するイベントです。岐阜署からも「木
ぷらなどが無料（数量限定）で振る舞わ
とふれあう木工クラフト教室」を催しま
れるほか、アルプホルンの演奏なども行
す。
われます。
（会場：萩原町星雲会館）

☆森林でのお仕事紹介コーナーを見て、森林・林業業界へのご興

出かけてはいかがでしょうか。

味を持っていただけたら幸いです。進路検討中の皆さま、お気軽

☆魅力イッパイ国有林などに関する写真投稿を随時募集していま

介させていただきます。ご投稿には、氏名又はニックネーム、整

穏やかな天気を期待しつつ、いよいよゴールデンウィークが始ま

ステキな写真が撮れましたら migoro＠maff.go.jpまで電子メー

「春は、嵐のようにやってきて穏やかに過ぎてゆく」というイギリ
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20
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26
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全国から鉋薄削り競技者が集まりそれ
ぞれの自慢の鉋で木材を薄く削り、鉋屑
の薄さ・均一さ・美しさで競い合いま
す。薄く削ることを通して、手道具を使
う精密で高度な日本の伝統的木工技術の
根幹を修練し、日本特有の木に対する感
性を共感し、古来からの優れた木材文化
と資源を守り、次世代に繋げていきま
す。
（会場：伊那市民会館ほか）

⑰ 日 乗鞍岳山開き祭
（飛騨署 高山市）

日本一の標高（二、
七〇二㍍）に達す
るスカイラインを通過すると雲上のパノ
ラマビューが堪能できます。
⑱ 日 大桑村・木曽森林管理署南木曽

支署合同植樹祭（南
 木曽支署 大桑村）
大桑村のぞきど森林公園近くの村有林
において、地元住民や愛知県北名古屋市
等から約二百五十名参加のもと、ミズ
ナラやミツバツツジ等を三百本植樹しま
す。
⑲ 日 第二回苗木城まつり
（東濃署 中津川市）

「体験」
「見学」
「マルシェ」など、苗木
城跡を実感できるイベント！地元の方も
苗木城跡の魅力を再発見できます。
（会場：苗木城跡）

に最終ページのお問合せ先へご相談ください。

す。

あなたの写真を！お待ちしています

編集長だより

15

18

19

20

20

第 181 号
平成 31 年 4 月

in

スのことわざがありますが、4月の天気をみると日本にもあてはまる

ルでお送りください。（１メール容量２ＭＢ以内）

かも知れませんね。

※特にステキな写真は、広報誌「中部の森林」の表紙に掲載し紹

ります。中部局管内の山々は春の息吹に満ちあふれています。「国

理番号（５月なら①～のいずれか）
、撮影日を記入してお送りく

有林おさんぽマップ」を片手に、新緑の山々にちょっと！おさんぽに

ださい。感想やコメントを添えて頂いても構いません。

平成 31 年 4 月

第 181 号

（

）は庁舎所在市町村

お問い合わせ先 中部森林管理局 〒380-8575 長野県長野市大字栗田715-5 TEL 050-3160-6507（代表） TEL 026-236-2721（夜間・休日） FAX 026-236-2657

名
古
屋
事
務
所
富 山 森 林 管 理 署
北 信 森 林 管 理 署
中 信 森 林 管 理 署
東 信 森 林 管 理 署
南 信 森 林 管 理 署
木 曽 森 林 管 理 署
南
木
曽
支
署
飛 騨 森 林 管 理 署
岐 阜 森 林 管 理 署
東 濃 森 林 管 理 署
愛 知 森 林 管 理 事 務 所
森 林 技 術・支 援 セ ン タ ー
木曽森林ふれあい推進センター
伊 那 谷 総 合 治 山 事 業 所

〒456-8620
〒939-8214
〒389-2253
〒390-0852
〒384-0301
〒396-0023
〒399-5604
〒399-5301
〒506-0031
〒509-3106
〒508-0351
〒441-1331
〒509-2202
〒397-0001
〒395-0001

愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-20
富山県富山市黒崎字塚田割591-2
長野県飯山市大字飯山1090-1
長野県松本市島立1256-1
長野県佐久市臼田1822
長野県伊那市山寺1499-1
長野県木曽郡上松町正島町1-4-1
長野県木曽郡南木曽町読書3650-2
岐阜県高山市西之一色町3丁目747-3
岐阜県下呂市小坂町大島1643-2
岐阜県中津川市付知町8577-4
愛知県新城市庭野字東萩野49-2
岐阜県下呂市森876-1
長野県木曽郡木曽町福島1250-7
長野県飯田市座光寺5152-1
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TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

050-3160-6660
050-3160-6080
050-3160-6045
050-3160-6050
050-3160-6055
050-3160-6060
050-3160-6065
050-3160-6070
050-3160-6085
050-3160-6090
050-3160-5675
0536-22-1101
050-3160-6095
0264-22-2122
050-3160-6075

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

052-683-9269
076-424-4934
0269-62-4144
0263-47-4754
0267-82-6959
0265-72-7774
0264-52-2582
0264-57-2686
0577-34-8932
0576-62-2503
0573-82-2109
0536-23-2254
0576-25-2420
0264-21-3151
0265-22-0149

