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「次長等会議」 を開催
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天皇陛下御即位記念分収造林の
契約調印式を開催

○正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行：2020年４月１日～】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労
働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待
遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

ました。
最後に、職員の健康安全の確保
のため、職場から重大災害を絶対
に出さないという強い決意を持っ
て諸対策に取り組むとともに、超
過勤務の上限等に関する措置や、
仕事と生活の調和を図ることを趣
旨とした諸対策にも積極的に取り
組むこととし、次長等会議を終え
ました。

○年次有給休暇の確実な取得【2019年４月１日～】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎
年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

林契約を締結できたことは大変意
義深いものと考えています。
調印後契約者から、
「天皇陛下
の御即位をお祝いし、健全な森林
づくりに協力できることは大変名
誉なこと」との挨拶がありまし
た。
なお、天皇陛下御即位記念分収
造林は令和三年度まで実施されま
す。

【総務課】
五月九日から十日の二日間、中
部森林管理局において令和元年度
次長等会議を開催しました。
会議の冒頭、局長から、事業に
当たり適切な安全対策を講じ、労
働災害の未然防止に万全を期すこ
とや、昨年の通常国会において、
働き方改革を推進するための関係
法律の整備に関する法律が成立
し、管理者も含め時間外労働の上
限等が定められたことから、長時
間労働を是正するため、従来以上
に効率的に仕事を進めることが重
要であること、また、計画休暇の
取組の一層の定着、さらに、心の
健康づくり対策を進めるため、職
場におけるストレス要因の軽減
と、職員が気軽に相談できる雰囲
気づくりのための適切な対応につ
いて教示がありました。
会議では、職員の健康と職場の
安全管理、働き方改革を中心に、
今年度における重点取組について
情報共有や活発な意見交換を行い

「働き方改革関連法」のポイント！
○時間外労働の上限規制の導入【2019年４月１日～】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な
特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、
複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。



【森林整備課】
五月二十七日、天皇陛下御即位
記念分収造林に係る契約調印式が
中部森林管理局において行われ、
契約いただいた東京都文京区の
（一財）日本森林林業振興会（沼
田正俊会長代理で長口深名古屋支
部 長 が 出 席 ）、 東 京 都 江 東 区 の
（株）キーテック（中西宏一代表取
締役社長）の二者と局長との間
で、調印式を行うとともに、局長
から感謝状を贈呈しました。
契約箇所は、愛知森林管理事務
所管内の段戸国有林、東信森林管
理署管内の立科国有林で、ヒノ
キ・スギ・カラマツの植栽を予定
しています。
記念分収造林は、天皇陛下御即
位の慶祝行事の一環として行うも
のであり、六月二日、天皇陛下が
御即位されてから最初の行幸啓で
ある全国植樹祭が、中部森林管理
局管内の愛知県尾張旭市の「愛知
県森林公園」で開催されることも
あり、それに先だって記念分収造
契約調印式の様子
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〈本局のトピックス〉
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契約調印された二者と関係者の記念写真

パズルラリーは、五百セットが
なくなり次第終了となります。
お問合せ先：木曽森林ふれあい推
進センターパズルラリー事務局
☎：〇二六四 ︱二二 ︱二一二二

「中部地方の山並み
～あの山なーに？～」
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【企画調整課】
先月、中部森林管理局のホーム
ページに「中部地方の山並み ～
あの山なーに？～」を開設したと
ころ、早速、写真の御提供があり
ました。
御提供者第一号は、長野県伊那
市御在住の唐澤俊彦様です。
「新聞記事で投稿できることを
知りました。山に登って周囲の
山々を眺め、山座同定することが
趣味です。撮影場所の権現山から
は、木々の間に南アルプス北部の
山がよく見えます。鋸岳から白峰
三山までが一枚に収まり、我なが
らきれいな写真が撮れたと思い投
稿しました」とのコメントもいた
だきました。
今後も、職員が撮影した写真に
加え、一般の皆様から御提供いた
だいた写真を活用して、コーナー
の充実を図ってまいります。
お気に入りの一枚の御連絡をお
待ちしています。

撮影地点 Ⓣ としてHPに掲載される唐澤俊彦様からの写真

中山道を散策しよう
「中
 山道木曽十一宿パズルラリー」

【木曽森林ふれあい推進センター】
平成二十六年の御嶽山噴火災害
により大きな打撃を受けた木曽地
域の復興支援のため、その歴史や
ゆかりの人物等により形成された
木曽ブランドを求めて訪れる観光
客等をターゲットとした「中山道
木曽十一宿パズルラリー」を実施
しています。長野県塩尻市から岐
阜県中津川市に至る中山道の木曽
十一宿のうち、福島と上松を境に
北部（贄川～福島）と南部（上松
～馬籠）に分け、それぞれに置か
れた六枚ずつのパズルを集めると
絵が二種類完成します。
パズルに使用している絵は、木
曽路美術館（休館中）所蔵の浮世
絵「木曽街道六拾九次之内」の
「贄川」及び「上ヶ松」
（歌川広重
作）を使用しています。
また、パズルピースや貼り板、
台座には、木曽で生産される木曽
ひのき材を使用しています。
ルール等の詳細については、Ｑ
Ｒコードを読み込んでください。

Ⓣ権現山（伊那市）山頂より東方向

↑～あの山なー
に？～は、こち
らのQRコードか
らご覧ください

間ノ岳
（3,190m）
仙丈ヶ岳
北岳
（3,033m）（3,193m）
西農鳥岳
（3,051m）

甲斐駒ヶ岳
鋸岳
（2,685m）（2,967m）
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〈本局のトピックス〉
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パズル完成品、左が、
「北部（贄川）」右が、
「南部（上ヶ松）」

第二十九回
「つ
 けち森林（もり）の市」開催

【東濃森林管理署】
五月三日～五日までの三日間、
木のゴールデンウィークと銘打っ
て、第二十九回「つけち森林の
市」が裏木曽街道公園・道の駅
「花街道付知」で開催され、東濃
森林管理署長の「乾杯」の発声で
幕をあけました。
会場の広場いっぱいにテントが

並び、木製品・素材展示販売など
のなか、当署も三日、四日の二日
間、丸太切り体験と鉛筆立て作成
コーナーをメインに出展しまし
た。

天候にも恵まれたことから、署
のブースは両日で二百六十人の家
族連れで賑わい、普段行う機会の
ない丸太切り体験に子供達も目を
輝かせ、切った木に好きな色を
塗ったり絵を描いたりして鉛筆立
てを完成させ、満足げな顔を見せ
ていました。
期間中に来場された約二万人の
方に、森林管理署や国有林、森
林・林業について理解を深めてい
ただく良い機会となりました。
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長野林業土木協会
ボランティア作業

で用意し、参加者はそれぞれ持参
した愛用の道具で丸太を杭にする
など、資材を加工して遊歩道整備
を行い、土建のプロである会員の
技術を発揮し、用意した資材を余
すことなく見事な遊歩道が完成し
ました。

長野林業土木協会の参加者から
は、
「赤沢自然休養林は多くの観
光客が集まる場所であり、自分た
ちの整備した遊歩道で森林散策等
を楽しんでほしい」という声が聞
かれました。
赤沢自然休養林は、四月二十七
日から十一月七日まで開園してい
ます。是非、皆様もお越しいただ
ければと思います。

はじめての丸太切り体験

木曽支部

【木曽森林管理署】
四月二十二日、長野林業土木協
会木曽支部の会員が上松町の赤沢
自然休養林においてボランティア
作業を実施しました。
三十一名の会員は、六班編制で
四箇所に分かれ、赤沢自然休養林
内の老朽化した遊歩道整備を中心
に、御杣始祭の御神木伐採跡地前
に階段を設けたり、水がたまる場
所を避けて通る道を作るなどの作
業を実施しました。

遊歩道整備の資材（丸太材や板
材等）については木曽森林管理署

乾杯の発声で開会

令和元年 5 月

〈各地からのたより〉
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31名のボランティアによる歩道整備の様子

整備が完了した遊歩道

河童橋を渡る参加者

十万人が訪れる国内屈指の山岳リ
ゾートで大半が国有林であり、標
高千五百㍍の高地にありながらも
ほぼ平坦な道が続き、散策路はと
ても歩きやすく、日帰りの短時間
滞在でも、目的を絞れば満足のい
く時間を過ごすことができ、誰で
も安心して楽しめる素敵な場所で
す。
中信森林管理署では、ニホンジ
カの監視、ライチョウの保護巡
視、高山植物保護啓発活動、山岳
景勝地としての安全を守る治山施
設の補修などを引き続き実施し、
経済・環境・観光・安全の調和が
一層図られるよう取り組んでいき
たいと考えています。

第三十五回全国削ろう会
信州伊那大会開催」


【南信森林管理署】
大工や木工職人などで組織する
全国組織「削ろう会」の長野県支
部等が主催する「第三十五回全国
削ろう会信州伊那大会」が、長野
県で初めて、五月十一日～十二日
の二日間、エレコム・ロジテック
アリーナ（伊那市民体育館）をメ
イン会場に開催されました。大会
は全国各地の職人、愛好者はもと
より、遠くは台湾、米国等の海外
からの参加者を含め、総勢
四百三十名余りにより「鉋」で木
材をいかに薄く削られるか世界に
誇る「匠の技」を競い、大勢のお
客さんで賑わいました。
中部森林管理局は本大会を後援
しており、南信森林管理署のブー
スでは、ライチョウ等希少動植物
の保護活動、ブランド材のパネル
展示、並びに「削る」のテーマに
併せて「鉋」を使用して作る「ヒ
ノキの箸削り体験」を行い、親子
で、マイ箸の出来映えに上機嫌の
様子でした。

また、鉋の薄削り競技は前日の
予選会で勝ち抜いた五名が決勝戦
に進み、愛知県の細田さんが十五
マイクロ㍍
（一マイクロ㍍は千分
の一㍉）と先が透けて見える薄さ
に削り、三回目の優勝を果たし見
事殿堂入りしました。
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第五十一回上高地開山祭

アルプホルン、アコーディオンの演奏

【中信森林管理署】
四月二十七日、北アルプスの本
格的な山岳観光シーズンの幕開け
を告げる「第五十一回上高地開山
祭」が松本市安曇上高地で開催さ
れました。
平成最後の開山祭のオープニン
グは、寒気の影響で気温は氷点下
一度ほど、時折、雪が吹雪く中、
河童橋のたもとで、
「乗鞍アルプ
ホルン愛好会」のアルプホルン、
アコーディオンの演奏で開幕し、
河童橋の上での鏡開きに続き、地
元「稲核（いねこき）獅子舞保存
会」の獅子
舞が奉納さ
れ、観光客
や登山者約
三千五百人
とともにシ
ーズン中の
安全を祈り
ました。
上高地は、
年間約百二

ヒノキの箸削り体験

鉋の薄削り競技の審査
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〈各地からのたより〉
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れていまし
業が行われ妻籠宿保存の原点とも
たが、町に
言うべき「寺下の町並み」です。
家並みは素朴で繊細であり、昔の
払い下げら
旅籠そのままに出梁造りや竪繋格
れたのを機
子（たてしげごうし）の情緒たっ
に、平成七
ぷりの家々が並びます。
年、江戸時
◆所在地
代後期の間
取図をもと
長野県木曽郡南木曽町吾妻
二一五九 ︱二
に忠実に復
◆アクセス方法
元されました。往時のままの豪壮
な姿をお楽しみいただけるほか、 【中央道】中津川 から塩尻方面
へ約三十分南木曽大橋を渡った直
島崎家縁の人物の展示もご覧いた
後の信号を右折し、五百㍍で妻籠
だけます。
入口
そして日本で最初に宿場保存事
【鉄道】 中央本線南木曽駅下車
タクシー十分 バス十分
徒歩四十分
◆お問い合せ
南木曽町観光協会
℡〇二六四 ︱五七 ︱二〇〇一

線

中津川IC

号線

6号

道

中央

JR

★ 妻籠宿

JR

25

19

れています。
宿場の見どころをいくつか紹介
しますと、まず南木曽町博物館の
三館のうちの一つであり国の重要
文化財にも指定されている「脇本
陣奥谷」があります。代々脇本
陣・問屋を務めた家で、現在の建
物は明治十年にそれまで禁制で
今回は、南木曽町を代表する観
あった桧をふんだんに使い建て替
光地でもあり、国の重要伝統的建
えたものです。また、島崎藤村の
造物群保存地区にも指定されてい
初恋の相手
る「妻籠宿」のご紹介です。
「ゆふ」さ
妻籠宿は、慶長六年（一六〇一
んの嫁ぎ先
年）徳川家康によって「宿駅」が
でもありま
定められ、江戸から四十二番目の
す。脇本陣
宿場として整備されました。明治
奥谷では荘
以降宿場としての機能を失い衰退
厳な囲炉裏
の一途をたどりましたが、昭和
端での昔の
四十三年から始まった町並み保存
生活ぶりな
事業により江戸時代の面影がよみ
ど、生きた歴史を語り部から聞く
がえりました。
ことができます。
かつて中山道木曽十一宿の一つ
また、同じく三館のうちの一つ
として栄え、出梁（だしばり）造
である「妻籠宿本陣」は、代々島
りや卯建（うだつ）を用いた伝統
崎氏が勤めていましたが、明治
的建造物が軒を連ねる町並みは、 二十年代に最後の当主広助（島崎
実際に人が住み生活することで、 藤村の実兄）が東京に出て、建物
地 域 特 有 の 民 俗 が 醸 し 出 さ れ 、 も取り壊されました。本陣跡地は
テーマパークにはない情緒が生ま
その後、御料局や営林署に使用さ

南木曽駅

IC

中津川駅

令和元年 5 月
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地
当
ご
自慢

妻籠宿本陣

妻籠宿夕暮れ（寺下の町並み）
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南木曽支署

脇本陣奥谷

