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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

80

1,195

間伐

ha

117

2,756

1,262
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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。

−5−

平成 31 年 4 月

〈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
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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
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（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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