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害を上回る降水量が記録されたた
ニホンジカ食害対策
め、村内の道路や橋梁等の被害が
展示エリアを設置

多く発生したが、人的被害は発生
しなかった。治山施設によって住 【森林技術・支援センター】
民の安心・安全が確保されたこと
ニホンジカによる食害対策につ
を実感しており、今後も治山事業
いて産学官が連携し、
「現地検討
の継続的な実施をお願いしたい」 会」を開催していますが、現地ま
といった要望がありました。
での移動時間がかかることや、多
また、当所からは秋に村議会議
人数の場合は検討箇所での説明箇
員の皆さんを対象とした治山工事
所の確保等に苦慮していたことか
の現場見学会を開催したいと提案
ら、六月十三日に既設の囲いワナ
したところ、是非実施してほしい
の設置箇所を改良し、植栽木に直
といった回答をいただきました。
接施工する「単木対策エリア」
今後も、効率的かつ効果的な治
と、林縁部に網を設置する「面的
山施設の整備を進めるとともに地
対策エリア」及び「くくりワナ講
域と連携し、山地災害対応能力の
習用エリア」を設け、それぞれ数
強化に向けた、職員の技術力向上
や人材育成にも取り組んでいきた
いと考えています。

ツリーシェルター等の保護

種類の規格、手法の違う商品を設
置、展示する予定です。
面的エリアでは、捕獲を目的と
した「囲いワナ」に加え、防除の
ための柵も展示し、従来からの化
学繊維による網の外に金網による
柵も展示する予定です。
また、ネットの張り方について
も低コストの視点で、様々な張り
方などを展示するため、十一月に
計画している検討会の開催に向け
て準備を進めています。
今後も岐阜大学など外部有識者
や関連する企業とも連携して、ニ
ホンジカ対策の成果の見える化に
取り組んでいきます。

囲いワナの設置
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大鹿村治山懇談会を開催

【伊那谷総合治山事業所】
六月十八日、大鹿村役場におい
て、今年度の大鹿村治山懇談会を
開催し、大鹿村長、議長をはじめ
役場関係者や全村会議員が出席
し、職員が事業概要等の説明を行
いました。
この懇談会は、毎年、六月議会
の会期中に大鹿村の要請で実施し
ており、当所が実施している民有
林直轄治山事業や直轄地すべり防
止事業等の概要説明を行い、議員
等との意見交換を行っているもの
で、新たに加わった三名の新人議
員をはじめ八名の議員からは、
「地すべり防止工事で作設した作
業道は事業終了後も残していただ
きたい」
、
「県に移管した治山施設
の補修を国が対応していただけな
いか」といった村民の治山工事へ
の関心の高さを表す質問が出さ
れ、職員の具体的な説明によっ
て、事業への理解を深めていまし
た。
大鹿村長からは「昨年は三六災
工事概要を説明する立邊治山技術官
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たが、フライト訓練を経て自信を
持って操作する姿は目を見張るも
のがありました。
三日目は撮影した写真を使って
立体画像化する作業を体験しまし
た。撮影した写真が三六〇度どの
方向からも確認できる画像に変換
され驚くとともに、
「自分の担当
業務に活用できる」
、
「他の先進機
器と併用することで更に効率的に
使用できるのではないか」との意
見が出されました。
今回の受講者が、今後の業務の
効率化に寄与することが期待され
ます。

令和元年度永年勤続表彰伝達式

【総務課】
七月十一日、中部森林管理局に
おいて、局勤務者を対象とした、
永年勤続表彰伝達式が行われまし
た。
式 典では局 長から挨 拶があり、
永年勤続表彰（三十年並びに二十
年）の受賞者に対し、農林水産大
臣からの表彰状が授与されました。

中部森林管理局長

本日、栄えある永年勤続表彰を受けられま
す皆様に対しまして、心からお祝い申し上げ
ます。
皆様は、永年にわたり国有林野事業に勤務
され、幾多の苦難を乗り越えて、業務の遂行
に邁進し、秀でた業績を積まれて今日を迎え
られました。その功績に対しまして、敬意を
表し感謝申し上げます。
また、表彰を受けられます方々の栄誉は、
ご自身の精進によるものであることは申すま
でもありませんが、苦楽を共にされたご家族
の方々のご支援の賜であり、ご家族の方々に
この場を借りて心からお礼を申し上げます。
本日受賞されました皆様方におかれまして
は、引き続きさらなる研鑽に努められ、健康
に十分ご留意の上、それぞれの職務に、なお
一層邁進されますようお願い申し上げますと
ともに、皆様方及びご家族のご健勝を祈念
し、永年勤続表彰伝達式に当たっての私から
の挨拶といたします。
令和元年七月十一日


また、七月一日から七月二十五
日にかけて、各署等においても、
伝達式が行われました。
令和元年度の受賞者の皆様に、
心からお祝いを申し上げます。
今年度の受賞者は次のとおりで
す。

計

八名

◇永年勤続表彰（三十年）
川戸 英騎（森林整備部長）
岡村 宗明（計画保全部）
三井
正（計画課）
松川 淳平（技術普及課）
平栗 利治（総務課）
澤口 章一（伊那谷所）
中塚 義子（伊那谷所）
安田 智宏（愛知所）
山口 力也（愛知所）
依田 忠雅（東信署）
久保 喬之（木曽署）
谷口 直幸（木曽署）
森
和也（南木曽支署）
山田 好男（東濃署）
計 十四名

◇永年勤続表彰（二十年）
寺島 史郎（保全課）
立邊 真悟（伊那谷所）
西村
進（愛知所）
井上 典子（南信署）
倉石 明典（木曽署）
井森 直樹（飛騨署）
中屋
忍（岐阜署）
古田
誠（岐阜署）
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無人航空機活用技術研修を実施

【森林技術・支援センター・技術
普及課】
七月十六～十八日、岐阜県下呂
市のＢ＆Ｇにおいて「無人航空機
活用技術研修」を実施しました。
この研修は、近年普及が進んで
いる無人航空機（ドローン）によ
り、林況や山地災害被害等を効率
的に把握し、活用できる技術者を
育成することを目的としていま
す。
一日目は基礎知識として航空法
における飛行時の規制などについ
て学び、その後グラウンドに場所
を移しマニュアルに基づき、初級
レベルのフライト訓練を行い、習
熟に努めました。
二日目は中級、上級レベルのフ
ライト訓練を実施し、午後から隣
接する舞台峠国有林に移動して、
ドローンによる写真撮影を行いま
した。翌日のパソコンによる画像
化に使用するための手動飛行で
は、モニターを確認しながら連続
撮影を行うという難しい操作でし

局長からの挨拶文
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フライト訓練の様子

土壌模型を使った実験

昼食後は、ラワンの種の模型を
作製し、投げるとクルクル回りな
がら落ちてくる様子を観察しまし
た。
児童からは、
「森林がいろいろ
な役割をしていることが分かっ
た」
、
「森林に恵まれている付知を
誇りに思った」などの感想が聞か
れました。
当署としても、子供たちに森林
の大切さを広く啓発するととも
に、これからも積極的に地域に貢
献していきたいと考えています。
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くらいやまかりやす

あがり、幹がよく伸びる性質があ
付知町内の小学生
ることから、建築材として流通し
森林の大切さを学習

ていました。そのため当時は、
「苅安の松」として業界で高い評 【東濃森林管理署】
価を得ていました。現在でも、苅
中津川市付知町内の二つの小学
安峠やその周辺ですらりとして、 校より、総合学習の一環として森
しかも風格のあるアカマツの美林
林学習の協力依頼を受け、付知北
を目にすることができ、こうした
小学校は五月二十二日、付知南小
貴重な天然アカマツを保護林とし
学校は六月十三日に、それぞれ五
て管理しています。
年生を対象として森林教室を実施
ボランティア活動は、遊歩道の
しました。
草刈り、保護林の新しい案内看板
まず、森林の現況やはたらきに
の設置、林道から遊歩道へ渡る橋
ついてパネルや土壌模型を使って
の設置など約二時間の作業に汗を
学習を行い、その後、各班に分か
流しました。
れて木曽越遊歩道を散策し、土砂
今回の取組を通じて、多くの方
崩れを防ぐ木の根の様子や森林鉄
が訪れてもらえるよう環境整備を
道の石積み、江戸時代の石仏等を
進めていきたいと思います。
見て歩き、実際に植物の葉を触っ
たり匂いをかいだりと、五感で感
じてもらいながら名前や特徴につ
いて学びました。

木の根の様子を観察

種の模型を使った観察

位山苅安アカマツ遺伝資源希少
個体群保護林内での

ボランティア活動

【飛騨森林管理署】
六月十二日、名古屋林業土木協
会久々野・高山支部によるボラン
ティア活動として、高山市一之宮
町の宮国有林にある「位山苅安ア
カマツ遺伝資源希少個体群保護
林」の遊歩道の整備を協会員九社
から十九名の参加により実施しま
した。

宮国有林の苅安周辺は、かつて
アカマツ美林が広がっていまし
た。苅安のマツは、枝が早く枯れ

遊歩道の草刈作業
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案内看板の設置作業

金華山国有林は戦国武将の居城
（岐阜城）であったため、周辺の
山とは異なる生い立ちで現在に
至っており、山全体が極相林（自
然植生が最終的に安定した状態の
林）となっているため、周辺の山
や同校の演習林とは違った植生が
みられます。

御用材育てた国有林に感謝
～御柱の心をつなぐ

森記念植樹～

【南信森林管理署】
六月十八日、諏訪大社上社の大
総代経験者、上社大総代会、諏訪
大社、関係する四市町村などでつ
くる「自然と地域と人を結ぶ協議
会・記念植樹」が、横川国有林に
高さ約二～三㍍程のモミの大苗木
三本と幼木二十本を植樹しまし
た。

開会式では、主催者を代表して
清水会長から、
「伐採後はきちん
と植樹し横川国有林の自然を守り
森を育て御柱の文化を後世につな
いでいくために大切な活動であ
り、一本一本大きくなれと夢を託
したい」と挨拶があり、署長から
は、
「森林は国土保全など様々な
機能を有し、上流域での森林整備

が最終的には下流域の海まで豊か
にする。木材を伐採して使用し、
植樹によって多様な機能を後世に
繋げていくことが大切」との挨拶
があり、全員で一本一本丁寧に植
樹を行いました。

諏訪地方の伝統的な行事である
諏訪大社上社の御柱祭で使用可能
なモミの大径材の育成を図るため
には、百年以上の長い歳月が掛か
りますが、
「御柱の心をつなぐ森」
の協定に基づき、整備を進めてい
きます。
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次世代を担う
後継者育成のために

～林相観察会を開催～

【岐阜森林管理署】
六月十八日、金華山国有林にお
いて、岐阜県立岐阜農林高等学校
森林科学科の林相観察が行われま
した。
当日は、本年度入学した一年生
四十名と引率の教諭五名が参加
し、最初に岐阜森林事務所にて地
域統括森林官から金華山国有林の
概要、国有林の業務内容について
事前説明を受けた後、金華山の登
山道を登りながら林相を観察しま
した。

引率の先生からは「この辺りで
は、ここでしか見られない植物も
ある」
「
『樹名板』を見ては覚えら
れない。木の幹を見て、葉を見て
特徴で覚えなさい」と指導を受け
ながら、植生について学んでいま
した。こうした体験学習などを通
じて一人でも多くの林業マン、林
業ウーマンが育ってくれることを
願っています。

御柱になるモミを1本ずつ丁寧に植樹
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地域統括森林官の説明を聞く生徒たち

林相観察会の様子

植樹の様子

飛騨清見IC

★
荘川桜

観光客で賑わう荘川桜

庄川IC

記念物に指定されており、例年四
月下旬から五月上旬にかけて咲き
誇り、期間中はライトアップさ
れ、年間、五万人の観光客が訪れ
ます。

御母衣湖

156号

道

陸
自
動
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八年近くに及ぶ反対運動は終結し
ました。
村民と高碕氏が村内を見て回っ
た時、光輪寺と照蓮寺にあった桜
をこの水没から救いたいと考え、
移植が行われました。移植作業
は、桜が巨木かつ老齢であるこ
と、桜は外傷に弱い樹種であるこ
とから困難を極め、四十日間もか
かったそうです。

車

◆荘川桜へのアクセス
【タクシー】
ＪＲ高山本線「高山駅」からタ
クシーで一時間十五分
【自動車】
東海北陸自動車道荘川ＩＣから
国道一五八号を経由し、国道
一五六号を白川郷方面へ車で十五
分

北

海

東

ライトアップされた荘川桜

また、訪れるタイミングもあり
ますが、雪解けの始まる前や夏の
渇水の時など御母衣ダムの水位が
下がった時には、荘川村が姿を現
し、荘川桜を引っ張りあげたレー
ルや照蓮寺の跡が見えるかもしれ
しかし、移植した次の春には、 ません。
花が咲き、桜のあったふるさと荘
荘 川 桜 は 、「 自 然 の 大 切 さ 」、
川村に因んで「荘川桜」と名付け 「物への愛情」
、
「命の尊さ」を改
られました。
めて教えてくれる市の大切な宝物
この奇跡の荘川桜は、県の天然
です。

白川郷IC

地
当
ご
自慢
しょうかわざくら

荘川桜

76

飛騨森林管理署

岐阜県高山市荘川町国道一五六
号線沿いに二本の桜があります。
ごく淡いピンク色の花弁とごつご
つした幹が特徴で、樹高二〇㍍、
目通り幹囲約六㍍、市の誇りでも
ある樹齢五百年の『荘川桜』を紹
介いたします。
この荘川桜は、元々現在の場所
にあったたわけではありません。
み ぼ ろ
現在、御母衣ダムがある場所に
は、以前荘川村中野という地区が
あり、戦後の復興の真最中であっ
た一九五二年に、電力需要の増大
を見越してダム建設が発表されま
した。当初村民は反対の意志を示
していましたが、電源開発初代総
裁高碕達之助氏が、住民と水没予
定地の村を何度も訪れ、ダムの必
要性を熱心に説明し、理解を求め
るとともに誠意ある対応を行い、

旧荘川村光輪寺から移植
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