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実際に制作し展示会を開催しまし
「戸隠・大峰自然休養林」 を
た。
支援するオフィシャル
今年度は、募集部門を拡大し、
審査については学生の部を新設す
るなど、前回より応募しやすい内
容としています。
また、優秀作品については、中
部局での採用予定に加え、諸条件
を満たした作品は、木曽郡上松町
新庁舎での採用を予定しておりま
すので、多くの方の応募をお待ち
しております。
応募の詳細はこちらをご覧くだ
さい。

金の提供」について、いずれも複
数年にわたりご協力いただけると
の意向をお示しいただきました。
協定締結式においては、オフィ
シャルサポーターとなった四団体
に、
「国民の森林」の充実と、地
域の観光振興に貢献いただけるこ
とに謝意を表し、中部森林管理局
長から感謝状の贈呈も併せて行い
ました。
「日本美しの森～お薦め国有林
～」の選定を契機とする新たなサ
ポーターの協定締結は全国で初め
てであり、全国の取り組みの模範
かつ先駆けとなることが期待され
ます。
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「ブランド材を用いた
新空間デザインコンペ」 募集開始

【資源活用課】
中部森林管理局では、木材の安
定供給とブランド化の取組を進め
ていますが、なかでもＡ材のブラ
ンド化については、新たな木材需
要の開発とともに重点的に取り組
んでいます。
昨年度は、
「ブランド材を用い
た新たな洋風パーティションコン
ペ」を実施し、幅広い方から独創
性あふれる素晴らしいデザインを
いただき、優秀な作品は中部局で

サポーターへ感謝状を贈呈

【保全課・北信森林管理署】
六月十日、長野市役所にて、長
野市や信濃町、戸隠観光協会等で
組織される「戸隠・大峰自然休養
林保護管理協議会」と県内外の四
団体により、戸隠・大峰自然休養
林の維持管理等を支援する協定締
結式が開催されました。
当自然休養林は、湿原を散策す
る木道をはじめとする施設の老朽
化が著しく、対策が困難な状況に
ある中、平成二十九年四月に、特
に優れた自然景観で観光資源とし
て魅力がある「日本美しの森～お
薦め国有林～」に選定されまし
た。この選定を受け、施設の維持
管理に対し、資金や資材、労力面
で民間企業等からの支援をお願い
し た と こ ろ 、（ 株 ）コ シ イ プ レ
ザービング（大阪市）と（一財）
日本森林林業振興会長野支部から
は「資材の提供」
、長野林業土木
協会北信分会からは「労力の提
供」
、
（株）八十二銀行からは「資

感謝状贈呈後の記念撮影
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〈本局のトピックス〉
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山地防災に関する情報を
関係自治体へ提供

各関係自治体の担当者からは、
平成三十年七月豪雨
市町村の防災計画への反映や防災
広島森林管理署への派遣職員
マップ等への記載の検討など、避
に対する感謝状贈呈式

難態勢の整備等に役立てたいと
いった話があり、今後も民国の連 【企画調整課】
携強化を推進することについて、
六月十一日、
「平成三十年七月
互いに確認することができまし
豪雨」により、甚大な山地災害が
た。
発生した近畿中国森林管理局の広
当所では、本格的な梅雨期を前
島森林管理署管内の復旧支援のた
に、山地防災に関する情報収集活
め、局治山課の立澤設計指導官が
動を強化するとともに、大規模な
本年三月までの半年間、広島森林
山地災害の発生に備え、国有林の
管理署に派遣されておりました。
みならず民有林を含めた被害状況
立澤設計指導官は、同署の山地
の把握に努め、県や市町村と連
災害対策復旧室において、同県の
携・調整を図りながら、迅速な初
東広島市外四市一町の応急復旧対
動活動や緊急対応に貢献するた
策工事の発注・監督業務をはじ
め、職員一丸となって取り組んで
め、地元要望箇所の調査、災害申
いきたいと考えています。
請書類の作成などに従事しまし
た。
国民の安全と安心の確保という
国有林に与えられた使命に対し、
多大な貢献を行っていただいたこ
とから、六月十一日、立澤設計指
導官に対する局長からの感謝状贈
呈式を開催しました。
また、贈呈式終了後、立澤設計
指導官による報告会を開催し、局
職員約九十名が参加しました。

報告会では、復旧箇所への機材
搬入には民有地に作業道を開設す
る必要があったが、土地所有者の
協力により工事を円滑に進められ
たことや、大規模災害における応
急復旧対策工事であっても、日頃
の設計・積算業務や監督業務と同
様であり、これらの知識や経験を
蓄積することで、派遣時において
も十分に対応可能であることなど
が報告されました。
中部森林管理局では今後も、災
害発生時には関係機関と連携した
迅速な対応により、被災地の早期
復旧に向けた支援を行ってまいり
ます。
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【伊那谷総合治山事業所】
林野庁や都道府県などが実施主
体となって、五月二十日から六月
三十日までの期間について「山地
災害防止キャンペーン」の取組が
全国各地で実施される中、伊那谷
総合治山事業所では、山地防災に
関する情報を周知するための強化
活動に取り組みました。
近年、全国各地で山地災害が多
発し、人命や財産に甚大な被害が
及んでおり、山地災害防止に対す
る国民の理解と関心を深めるとと
もに、山地災害に対する危機管理
体制を強化することが重要な課題
となっています。
この課題に対する取組として、
当所では六月上・中旬にかけて、
管轄している「山地災害危険地
区」の関連情報について、飯田市
など関係自治体十市町村の林務及
び防災担当者に対し、関係資料を
手交するとともに、地域住民等に
対する防災意識の高揚に資するよ
う趣旨の説明などを行いました。

感謝状贈呈式後の局幹部との記念撮影
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〈本局のトピックス〉
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自治体担当者への情報提供

トラクター搭載型タワーヤーダの
実演見学会を開催

らリモコンによる搬機の操作が可
能なことです。
県内での使用事例は、九例目と
少なく、今後、どのような場所で
使用することが有効であるかを検
証していくことが必要になる一
方、日本には一台しかないことか
ら、導入した場合のメンテナンス
や修理にも課題があると思われま
す。
今後も、国有林のフィールドを
活用し、技術・知識の普及、情報
交換など民国連携による森林づく
りを推進していきたいと考えてい
ます。

木曽の国有林見学会
（令和元年春季）を開催


【木曽森林ふれあい推進センター・
名古屋事務所】
五月二十三日、木曽森林管理署
管内の赤沢自然休養林で、木曽川
下流域の住民を対象とした「木曽
の国有林見学会（令和元年春
季）」を開催しました。
この催しは、江戸時代から木曽
地域と深いつながりを持つ、木曽
川下流域住民の方々に、日本の森
林・林業の現状について理解を深
めていただくとともに、森林と触
れ合ってもらうことを目的として
開催しています。
開催日には名古屋市内を中心に
参加された三十五名とスタッフ二
名の総勢三十七名が名古屋事務所
「熱田白鳥の歴史館」を出発。一
路木曽路に向かい、赤沢自然休養
林到着後は、木曽森林ふれあい推
進センターの職員四名が合流し、
ガイド役の職員の案内で、歴史と
ともに育まれてきた樹齢三百年余
りの木曽ヒノキやサワラが生い茂
る林内を散策し、木曽の林業の歴

史や運材方法、伊勢神宮との関わ
り、木曽五木の見分け方や特徴な
どを学びながら、約二時間の森林
散策を満喫しました。

参加者からは、
「参加して大変
よかった」
、
「楽しかった」
、
「名古
屋とは空気が全然違う」などの感
想が多く聞かれました。
なお、この催しは、御嶽山噴火
災害への木曽復興支援の取組とし
ても位置づけており、今後も実施
にあたり参加者の意見・目線をと
らえ、より意義のある催しとなる
よう努めてまいります。
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【飛騨森林管理署】
五月十五日、岐阜県高山市清見
町三尾山国有林において、
「トラ
クター搭載型タワーヤーダの実演
見学会」を市町村・林業事業体等
約三十名の参加により開催しまし
た。
急傾斜地の多い岐阜県において
は、架線による集材搬出が主流で
すが、架線の作設や撤去に時間を
要するなど、生産性の向上やコス
トの低減を図る上で大きな課題と
なっています。
今回の実演見学会は、間伐事業
の受注者である（有）三進造林の
技術提案及び協力により行われ、
岐阜県が所有し、岐阜県森林技
術・普及コンソーシアムの事業と
して貸し出されたタワーヤーダの
操作研修を兼ねており、岐阜県森
林文化アカデミーの講師から説明
もありました。
このタワーヤーダの特徴は、自
走式で機動力があり、架設・撤去
が短時間で先山と土場の二ヶ所か

散策を楽しむ参加者

令和元年 6 月

〈各地からのたより〉
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トラクター搭載型タワーヤーダの実演見学の様子

名の住民の方に参加いただき、国
有 林 野の取 組 、治 山 事 業 と山 地
災害危険地区について説明し、受
注者である今泉建設（株）の協力
で、巨石をワイヤーロープネットで
覆 うためのアンカーの削 孔 作 業の
説明を受けながら見学しました。
参加者からは、
「普段なかなか
見ることができない工事を見学で
きて良い機会になった」
、
「転石が
あることは知っていたが、こんな
に大きな岩が沢山あるとは思わな
かった」
、
「転石がワイヤーロープ
で固定され安心であり頼もしく感
じる」
、
「災害防止に向けて工事を
実施してもらい感謝する」
、
「今回
の見学会に参加し、国有林・愛知
森林管理事務所を身近に感じられ
るようになった」など、災害に対
する関心の
高さがうか
がえ、住民
の方々との
つながりが
できた有意
義な見学会
となりまし
た。

大桑村との合同植樹祭を開催

【南木曽支署】
五月十八日、長野県木曽郡大桑
村のぞきど森林公園近くの村有林
で、大桑村と南木曽支署の合同植
樹祭を開催しました。
この植樹祭は大桑村と当支署が
合同で毎年行っている行事で、村
内や愛知県北名古屋市等から約
二百名の参加がありました。
植樹に先だった式典では、大桑
小学校五年生によるヒノキ間伐材
を有効利用し自作した木製コカリ
ナによる演奏、また、北名古屋市
師勝少年少女合唱団による合唱が
行われ、参加者は美しい音色と歌
声に聴き入っていました。

式典後の植樹は、この時期とし
ては暑い日となり額の汗を拭いな
がら、参加者全員でカシワやコナ
ラなど二百四十本を植樹しまし
た。

午後は、参加した小学生と合唱
団を対象に森林教室を実施し、ク
ロモジなどの小枝を使ったエンピ
ツ作りと椎茸の駒打ちを行い、時
間を忘れて熱中する児童が多く
「もう一本作りたい」などの声も
聞かれ大変好評でした。
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治山工事現場を住民へ公開

【愛知森林管理事務所】
六月十一日、愛知県豊橋市多米
町の豊橋国有林において治山工事
の現場見学会を開催しました。
この地区では、平成二十六年度
から鋼製のワイヤーによるロープ
ネット工等の落石対策工を実施
し、今年度完成見込みとなってお
り、近年全国各地で甚大な自然災
害が頻発する中、この現場の直下
にお住まいの方々に治山工事への
理解を深めてもらうことを目的と
して、工事の状況を見ていただき
ました。

当日は梅雨の合間で雨も心配さ
れる空模様ではありましたが、七

植樹の様子

エンピツ作り
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〈各地からのたより〉
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見学会の様子と背景の市街地

完成したロープネット工

親子で苗木を植えている様子

地元「新」小学一年生
入学記念植樹祭を開催


かぶせて完了です。
汗ばむ陽気の中、一生懸命な子
供たちの姿がとても印象的で、署
長から、
「植樹した梅の木が花を
咲かせ実を結ぶように、子供たち
も共に大きく育ってほしい。こう
した機会を通じ、森林の大切さを
知ってほしい」と、思いを込めて
子供たち、主催者、学校関係者に
語りかけました。
今後も、こうした機会を通じ
て、地域に貢献していきます。

植樹をサポート

ミズバショウ群生地に
電気柵設置

【東濃森林管理署】
五月二十日、付知町優良材生産
研究会主催による、付知北・南小
学校合同の「第三十一回小学校入
学記念植樹祭」が、付知町吉本市
も り
有林「ふれあいの森林」において
開催され、当署からも署長と職員
が応援に駆けつけ、植樹のお手伝
いを行いました。
この植樹祭は「緑の募金公募事
業」の対象事業として実施したも
ので、一人一本「梅」の苗を植
え、苗に自分の名前を書いたプ
レートを付け、獣害防止ネットを

苗木を丁寧に植えています



【飛騨森林管理署】
六月二日、高山市の山中山国有
林内にあるミズバショウ植物群落
保護林にて、ニホンジカなどの侵
入防止のための電気柵の設置を地
元の寺河戸町内会、岐阜大学、高
山市等が連携し実施しました。
同区域は、岐阜県の天然記念物
「山中峠ミズバショウ群落」に指
定されており、自動カメラを用い
た調査によりニホンジカの湿原へ
の侵入が確認されたことから、平
成二十三年からこの時期に電気柵
を設置しています。また、昨年の
台風等により電気柵が壊れ、一部
にニホンジカなどによる被害が
あったことが、岐阜大学安藤教授
から報告されました。
防草シートの張り替え作業

本作業では、岐阜大学の学生
十五名の参加もあり、電気柵の設
置のほか、昨年の暴風により壊さ
れた防草シートの張り替え等がス
ムーズに進みました。
こうした取り組みによって防護
柵内での食害は、ほぼ完全に防が
れ、減少傾向にあったミズバショ
ウも徐々に回復しています。
年々、ニホンジカの分布域が拡大
し、高山帯への侵入も散見される
ことから、今後、個体数調整も含
めた取り組みが必要となっていま
す。
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電気柵の設置作業

吉川農林水産大臣の視察

自分で作った物を持ち帰ると
いったイベントは数少ないため、
ペンダント作りは行列ができるほ
どの人気で、子供を中心に約二百
人の方が、シラカバやシデノキの
輪切りに、思い思いの絵や文字を
書き、色とりどりの紐を通し、植
樹祭の思い出や木の温かみと優し
さとともに世界に一つだけのペン
ダントを記念に持ち帰りました。
当ブースには吉川農林水産大臣
も視察に訪れ、子供たちがペンダ
ントを作製している様子を熱心に
見られたり、来訪者と記念撮影に
応じたり、
「おもてなし広場」の
状況を視察されました。

また、下諏訪町の木遣り保存会
による木遣りが披露され、
「立派
な大木になり将来の御柱になるよ
うに！」との願いを込め一本一本
丁寧に植樹し、ニホンジカからの
食害を防ぐため、モミの木を防鹿
ネットで囲み、諏訪地方の伝統的
な諏訪大社下社の御柱祭で使用可
能なモミ大径材を育てるため作業
を終えました。

木遣り保存会の木遣り披露

未来の御柱を育む
「御柱の森づくり記念植樹」

実施

【南信森林管理署】
六月九日、恒例の「御柱の森づ
モミ
くり・樅の木街道記念植樹」が東
俣国有林において、来賓、町民有
志の御柱用材を育む会等、約百名
が参加して盛大に開催され、高さ
約三㍍程のモミの苗木三十五本を
植えました。
開催にあたり、主催者を代表し
て下諏訪町長から、
「伝統ある諏
訪の御柱を子や孫につなげるため
百年、二百年先を見据え、立派な
森として守り育てていくことが大
切」と挨拶がありました。

防鹿ネットで樅を守る

第七十回全国植樹祭
「おもてなし広場」に

ブースを出展

【愛知森林管理事務所・名古屋事
務所】
六月二日、愛知県尾張旭市の愛
知県森林公園の全国植樹祭参加者
を対象とした「おもてなし広場」
に、愛知県産農林水産物及び特産
品の販売や観光ＰＲ、木づかいや
森づくりの取組紹介など七十を超
えるブースが出展されました。
その中には、中部森林管理局が
出展したブースもあり、ＰＲ看板
やお山ん画を展示するとともに、
参加された方々による記念のペン
ダント作りを体験していただきま
した。

ペンダント作り体験の様子
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年五月三十日（語呂合わせ）に始
め、全国に広がったとされる運動
です。
朝倉川は、静岡県との県境多米
峠を源流とし、上流部は国有林で
あることから、参加した職員は県
道（多米街道）沿いの国有林内に
捨てられたゴミの回収に汗を流し
ました。
「自分のゴミは自分で持ち帰り
ましょう」との合い言葉のもと実
施されている運動に、今後も継続
的に参加し、環境意識を高めてい
きたいと考えています。

地域関係者と協力し
「国有林ゴミゼロ運動」を実施

【東濃森林管理署】
五月三十日、中津川市白川付知
林道（市道五〇号線）沿線におい
て、
「国有林ゴミゼロ運動」を行
いました。
白川付知林道は、付知峡自然休
養林のアクセス路であり、沿線は
高樽の滝をはじめとする滝や渓谷
の散策、ランプの宿として知られ
ている渡合温泉やキャンプ場の利
用等、名古屋市など中京圏から多
くの方が訪れます。
付知峡の自然美を求めて訪れる
方々を気持ちよく迎えるため、中
津川市をはじめ、裏木曽古事の森
育成協議会や関係団体等五十名に
協力をいただき、林道周辺のゴミ
拾い、草刈りなど、初夏のさわや
かな風に吹かれながら作業に汗を
流しました。
この「ゴミゼロ運動」は、国民
の皆さんが森林に触れあう場の環
境を整えるとともに、不法投棄防
止等啓発活動として行っているも
ので、ゴミの量は年々減少してお

り、運動の成果を感じているとこ
ろです。
今後も、
「ゴミゼロ」を目指し
て、引き続き地域関係者と連携
し、さらに多くの方が安心してこ
の地を訪れ、楽しんでいただける
よう運動を進めていきます。
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５３０運動発祥の地、
運動に継続して

参加していきます

【愛知森林管理事務所】
四月二十日、初夏を迎える晴天
のもと、豊橋市のＮＰＯ法人・朝
倉川育水フォーラムが主催する
「朝倉川５３０大会」が開催され、
当所職員もゴミの収集などを行い
ました。
この運動は、市民に親しまれて
いる朝倉川を、かつてのようにホ
タルが飛びかう川にしようとする
活動の一環で、毎年実施されてお
り、回を重ねる毎に参加者が増
え、二十三回目を数える今回は、
約二千人の市民などが参加し、豊
橋市における一大イベントとなっ
ています。
５３０運動は、街中のゴミを拾
い歩く運動で、豊橋市が昭和五十

ゴミを収集する職員

草刈り作業の様子

参加者の皆様

令和元年 6 月

〈各地からのたより〉
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環境整備のために集まった皆さん

「森林療法を科学する～森の香りと
認知機能～」東北医科薬科大学

住友准教授が講演

【北信森林管理署】
六月十二日、北信森林管理署会
議室において、東北医科薬科大学
住友和弘准教授による「森林療法
を科学する～森の香りと認知機能
～」をテーマとした講演が行われ
ました。
この講演会は、
「森林環境を利
用した認知症予防」を実践検証す
るため、森林環境を利用した認知
症予防のプラットフォームづくり
事業の一環であり、
「長野県森林
づくり県民税」を活用し、飯山市
の小境・鷹落山麓里山整備利用推
進協議会が主催、里山ウェルネス
研究会と北信森林管理署が後援と
なり開催され、飯山市の福祉関係
者をはじめ、県関係者、一般参加
者等、六十名が参加しました。
今回の講演では、森林環境の多
面的機能から、森林ウォーキング
と血圧の関係、認知機能への影響
等を、過去の研究結果や海外の医
学データ等を交えて説明いただき
ました。

特に、針葉樹から大気中に放出
さ れ る ア ル フ ァ・ ピ ネ ン が 、 血
圧・血糖・認知機能の改善に好影
響を与えるなど、興味深い内容で
した。
また、希望者を対象に、森の香
りの癒やし効果の疑似体験会が行
われ、トドマツ抽出成分を含んだ
ローションを使用したハンドマッ
サージの前後の血圧測定を行い、
その効果を実感した様子でした。
森林浴の多面的効果の検証が進
み、地域資源を生かした健康づく
りと地域の活性化につながること
を期待し、地域、医療機関及び有
識者等とのネットワークづくりに
取り組んでいきたいと考えていま
す。
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「ついで見回り・通報」取組
上伊那猟友会・宮下建設株式会社

に林野庁長官感謝状

【南信森林管理署】
六月四日、南信森林管理署、上
伊那猟友会、宮下建設（株）の三
者が取組んだ「ついで見回り・通
報」の成果に対して、林野庁長官
から「国民の森林づくり推進功労
者」として感謝状が交付され、伝
達表彰式が行われました。
「ついで見回り・通報」とは、
た。捕獲頭数は予想をはるかに上
国有林内で効率的にニホンジカを
回った。また、空振りが無いので
捕獲するため、工事現場までの林
猟友会員の負担軽減につながっ
道沿線及び工事現場周辺に上伊那
た。大変光栄な賞状をいただき感
猟友会が「くくりワナ」を仕掛
謝申し上げます」また、宮下建設
け、現場作業地に通勤する宮下建
設（株）の社員からニホンジカが （株）の代表取締役からは「社員
の業務負担にならない中で協力を
ワナに掛かっていた場合、猟友会
させていただいた。正直、予想以
へ連絡して速やかに捕獲する取組
上の捕獲頭数に驚いた。少しでも
で、昨年八月三十日から十一月三
ニホンジカが減少し森林環境が向
日までの六十六日間で、南信森林
上すればありがたい。今後とも協
管理署から貸し出したくくりワナ
力していきたい」とお礼の挨拶が
百二十五個を設置し百五十八頭も
ありました。
のニホンジカを効率的に捕獲する
今年度も三者の基本合意に基づ
ことができました。
き、くくりワナによるニホンジカ
上伊那猟友会長からは「ほぼ毎
の捕獲に取り組んでいきます。
日連絡を受けて効率よく捕獲でき

講演される住友准教授
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林野庁長官感謝状を報道に披露する

