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国有林モニター会議現地視察

【企画調整課】
九月十八日、木曽森林管理署南
木曽支署管内（北蘭国有林ほか）
において、十四名のモニター参加
者が、現地視察を行いました。
午前中、小雨まじりの中、南木
曽町の三殿土場において、木曽谷
における林業の歴史やブランド材

高○
国木曽ひのき」の取組を、ま
「○
た、南木曽支署に移動し、支署長
から管内概要や、木材をふんだん
に使った新庁舎と、ＳＤＧｓを実
践する木質ペレットボイラーの使
用について説明を受けました。

午後からは、
「国有林おさんぽ
ＭＡＰ」の蘭美林自然探勝コース
にて、森の中で体を動かしながら

記憶能力機能を向上させ、認知症
予防に有効とされる、コグニサイ
ズを担当職員の指導により体験し
ました。

モニターの皆様からは、
「国産
材は外材と比べても高くないこと
がわかった」
、
「丸太の品等によっ
て、付加価値がつくことがわかっ
た」また、コグニサイズの体験メ
ニューでは、ウォーキングをしな
がらの認知課題（引き算・しりと
り）は、森の中にこだまする笑い
声が絶えない体験となり、
「普段
味わえない良い経験でした」
、
「別
のコースで試してみたい」といっ
た感想が聞かれました。
今回の視察を通して、モニター
の皆様から頂いた御感想、御意見
を、今後の国有林野の管理経営に
活かすよう努めてまいります。
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山岳科学フィールド実習の

のか」
、
「ワナはどのような場所に
仕掛けるのか」
、
「カラマツの生長
を早くすると材質に影響ないの
か」などの質問が多く出されまし
た。

その後、場所を移動し、国立研
究開発法人森林総合研究所林木育
種センター長野増殖保存園におい
て、カラマツ等の遺伝資源保存に
向けた取組を、また、東信木材セ
ンターにおいては、カラマツ材の
流通等に対する取組についての説
明を受けました。
今後も、協定に基づいて、より
多くの学生を受け入れたいと考え
ています。

コグニサイズの体験

 受入れ～山岳科学連携協定～

【技術普及課】
九月十三日、東信森林管理署管
内浅間山国有林において、山岳科
学フィールド実習生（修士課程一
年次の学生）二十八名を受け入れ
ました。
これは、筑波大学、信州大学、
山梨大学、静岡大学が連携して創
設している、大学院（博士前期課
程）の山岳科学に関するプログラ
ムの一環として実施されているも
ので、中部森林管理局は、関東森
林管理局とともに、四大学と、山
岳科学の発展に向けた連携・協力
を目的に協定を締結しています。
現地実習では、国有林野事業の
事業概要や、清万採種園での種子
採取量増加に向けた取組、ニホン
ジカによる被害防止に向けた取組
及び、皆伐、地拵え、植付けを一
貫して行うことによる、造林コス
ト軽減に向けた取組について説明
しました。
実習生からは、
「クマが間違っ
てワナに掛かったらどう対処する

高齢級木曽ひのき丸太の見学

令和元年 9 月

〈本局のトピックス〉
第 186 号

捕獲わなの説明をする森林技術指導官

リモートセンシング技術の
活用に向けた取組

備を進めている航空レーザ計測
データの活用手法や、無人航空機
を活用した写真測量（３Ｄデータ
化）等の講義を約五十名が聴講し
ました。

飯綱高原スキー場の三次元モデル画像

現在、国土強靱化対策の一環と
して、局管内の国有林等において
航空レーザ計測を実施しており、
他機関が実施された航空レーザ計
測と合わせて、局管内全域（国有
林等）の地形データの整備を進め
ているところです。
リモートセンシング技術の活用
は、防災事業のみならず、森林分
野でのＩＣＴ施工やスマート林業
の実現に向け期待されています。

「松川の清流と自然を訪ねて」
の
イベントで治山事業地案内


【伊那谷総合治山事業所】
八月二十五日、飯田市林務課及
び鼎地区まちづくり委員会の共催
（当所は協賛）による「松川の清
流と自然を訪ねて」のイベント
が、松川入地区民有林直轄治山事
業地内において開催され、当所の
職員が治山事業の説明と、今年度
事業実行箇所の現地案内を担当し
ました。
このイベントは飯田市の水源地
である松川の源流部の豊かな自然
を観察しながら、治山・治水事業
についての理解を深めてもらうた
め、飯田市生涯学習講座として例
年実施される催しで、一般公募に
よる三十九名の参加者が、午前中
は民直事業地の現地見学を行い、
午後は松川入ダムの見学等を行う
日程で実施されました。
さわやかな夏空の下、所長挨拶
の後に、崩壊地直上や対岸からの
遠望、職員による治山工事の進め
方の説明を行い、復旧状況につい
て現地を見ながら質問等の応答を

行いました。
参加者からは「こんな奥地で大
規模な工事が行われていることに
感動した」
、
「市民の安全・安心の
確保にとって欠くことのできない
大切な事業であり、森林が回復し
た様子がよく分かった」などの感
想をいただきました。
当所では、一般市民に治山事業
の理解を深めていただくため、引
き続き事業地の案内に取り組んで
参りたいと考えています。
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【治山課】
八月二十六日～三十日の「治山
技術者育成研修（局研修）」の中
で、八月二十八日に「無人航空機
の活用実習」を飯綱高原スキー場
で実施し、三次元モデル画像の作
成にあたり、無人航空機の自動飛
行による写真測量実習を行いまし
た。

無人航空機の活用実習（飯綱高原スキー場）

翌日の八月二十九日には、
「リ
モートセンシング技術活用講座」
を局大会議室で開催し、現在、整

治山技術官による工事の現地説明
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容で行われました。
東濃署が出展したミニ椅子作り
は大人気となり、子ども達は職員
の指導の下、慣れないドライバー
を使って悪戦苦闘しながらも、木
のぬくもりのあるミニ椅子を完成
させ、汗をぬぐいながらこぼれる
笑顔を輝かせていました。
当署では、この山の日イベント
をきっかけに、今後も地域を含む
多くの方々に、森林や林業につい
て関心や興味を持っていただきた
いと考えています。
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山の恩恵について考える

なかつがわ「山の日（サンデー）」

イベント開催

【東濃森林管理署】
八月十日、東濃森林管理署前広
場等において、岐阜県、中津川
市、東濃森林管理署主催の、なか
つがわ「山の日（サンデー）」イ
ベントが開催され、親子連れなど
カードは、グリーンサポートス
タッフが巡視にあたり、登山者へ
約六百人が林業・木工体験などを
の啓発活動として配布しており、 楽しみました。
高山植物や動物の写真、高山植物
このイベントは、山と木材を身
保護について三か国語で表され、 近に感じてもらうため、山の日が
年齢を問わず最も人気があるのは
国民の祝日となった平成二十八年
ライチョウの写真が印刷された
度から始まり、今年で四回目を迎
カードでした。
え、出展ブースや参加者も年々増
また、ミニ椅子作りでは、大人
加してきました。
も子どもも集中して取り組み、完
ブースは、①つくるブース（東
成を喜んでいました。
濃ヒノキを使ったブックスタンド
製作、木のペンダントやコース
ターを作るクラフト体験、ヒノキ
のマイ箸作り、ミニ椅子作り）、
②みるブース（林業機械の展示、
チェーンソーアート、森林技術者
によるチェーンソー、フォワーダ
技能競技会）③あそぶブース（木
製遊具、ストラックアウト、ひの
きボールすくいなど）と多彩な内

ミニ椅子作りの様子

山の日制定記念
「山の日」四方山祭り㏌上高地

【中信森林管理署】
八月十一日、
「山に親しむ機会
を得て 山の恩恵に感謝する」を
広く普及するため、
「山の日」四
方山祭りが上高地で開催されまし
た。
今年も晴天に恵まれ、観光客や
登山客で賑わう上高地園地で、山
をテーマにした軽快な音楽が流れ
るなか、国、県、市等の関係機関
やボランティアによる様々な催し
が行われました。

中信署は、展示・ワークショッ
プのブースを出展し、
「お山ん画」
パネルで子ども達に林業の説明を
したり、高山植物保護ＰＲカード
やしおりの配布、ミニ椅子作りを
行いました。

ミニ椅子づくりと
ブースの様子

人気の高山植物保護PRカード

完成したミニ椅子をもって記念撮影
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よくわかる脳トレ森林
ウォーキング体験会開催


の種類を数えながら森林ウォーキ
ングするコグニサイズを実践し、
森林の癒し効果を体験しました。

樹木の種類を数えている様子

山の日記念 山岳環境整備の
ボランティア活動を実施

【北信森林管理署】
九月十一日、飯山市太田地区活
性化センターにおいて、飯山市の
小境・鷹落山麓里山整備利用推進
協議会が主催し、北信森林管理署
が後援した、
「よくわかる脳トレ
森林ウォーキング体験会」が、
三十五名の参加者により開催され
ました。

雨の影響もあり、ストレス数値
が下がった人、上がった人と、個
人差はありましたが、多くの参加
者から「雨の中の森林ウォーキン
グも楽しかった」との意見があり
ました。
その後、ミニワークショップを
行い、
「飯山脳トレ森林ウォーキ
ングプログラムの開発」について
意見交換を行いました。
今後も、地域の森林資源を生か
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、国有林
が所在する地域や医療機関及び有
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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当署からは五名の職員が参加
し、富山県、環境省、立山黒部貫
光（株）
、一般ボランティアの総
勢一八〇名が、天狗平に設置して
ある木製の遊歩道にスリップ防止
対策として、砂などを混ぜて固め
た特殊な板を設置しました。
また、弥陀ヶ原にて富山県ナ
チュラリスト協会による自然観察
会が行われた後に、オオバコなど
の外来植物の除去活動を行い、ボ
ランティア活動を無事終えまし
た。

体験会では、東北医科薬科大学
住友和弘准教授より長谷川式認知
機能評価方法、機分評価方法等の
説明を受け、メディカルチェック
後に、参加者が、しりとりや樹木

住友准教授による講演の様子



【富山森林管理署】
八月四日、立山のブナ坂国有林
内において、県民協働・山岳環境
整備事業が行われました。
この事業は「山の日」が制定さ
れたことに関連し、立山の山岳環
境の保全と、適正な利用を県民協
働で推進することを目的に、平成
二八年度から開催され、今年で四
回目を迎えました。
当日は快晴に恵まれ、家族連れ
や小中学生など参加者一人一人が
協力し、四時間を超える作業に汗
を流しました。
木道のスリップ防止用の板
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外来植物の除去作業の様子

木道にスリップ防止板を設置する様子

らも、クラフトに使う材料の長さ
に伐り、木口のにおいを嗅いで
「木の良い香りがする」と母親に
持ち寄る姿を見せ、自分が伐った
木をベースに木片やドングリなど
を装飾して思い思いの作品を完成
させました。
また、ミニ椅子づくりは、ボラ
ンティアの指導の下、慣れないド
ライバーを使いながら親子が協力
して無事完成させました。

親子でミニ椅子づくり

参加した子どもからは「楽し
かった」
、
「疲れた」などの感想が
聞かれ、指導にあたった職員、ボ
ランティアともにホッと胸をなで
おろしました。
名古屋事務所では、地域の方々
に、木の良さに触れていただき、
木材利用の拡大に取り組んでいま
す。

東白川中学校緑化少年団
木曽ヒノキ備林見学


【東濃森林管理署】
九月三日、岐阜県東白川村、東
白川中学校緑化少年団の皆さん
が、総合学習の一環として加子母
裏木曽国有林の木曽ヒノキ備林を
見学しました。
当日は当署職員の案内により、
木曽ヒノキ備林の歴史や伝統的な
伐倒方法「三ッ緒（みつお）伐
り」などの説明を受けながら、平
成十七年に行われた伊勢神宮の御
用材（ご神木）伐採跡地、ヒノキ
とサワラの合体木、平成九年の斧
入式跡地、二代目大ヒノキなどを
巡りました。

ヒノキとサワラの合体木

子ども達からは、
「普段入るこ
とができない貴重な森林を見学で
きて良かった」
、
「東白川村の近く
に伊勢神宮に使われるすごいヒノ
キがあることに驚いた」
、
「合体木
がどうして出来たのか不思議だっ
た」との感想が聞かれました。
東白川中学校緑化少年団は今
後、伊勢神宮への訪問を予定して
おり、木曽ヒノキ備林の見学は、
良い事前学習になったのではない
かと思いました。
今回の見学を通じ、貴重なヒノ
キ林の成り立ちや大切さを啓発す
るとともに、伝統文化への貢献な
ど国有林が果たしている役割につ
いて、子ども達に理解を深めてい
ただくことができました。
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「夏休み特別企画！
親子木工体験」を実施しました

慣れないノコギリに悪戦苦闘

【名古屋事務所】
八月二十六日、秋の気配が、感
じられる「熱田白鳥の歴史館」
で、丸太切り、クラフト、ミニ椅
子づくりの木工体験を実施しまし
た。
特別企画には、小学校高学年の
児童十名が参加し、ボランティア
（フォレストサークル ・あいち）
の方々の協力で、丸太切り、クラ
フトとミニ椅子づくりを体験しま
した。

丸太切りでは子ども達が、初め
て使うノコギリに悪戦苦闘しなが

二代目大ヒノキ
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「インターンシップ」を
受け入れました


穫除地の計測、林道支障木の測
御嶽山パトロール活動へ参加
樹、境界標の管理手法について学
～Ｒ元年度新採 業務体験記～
びました。
最終日には、製品生産事業地で 【岐阜森林管理署】
架線集材作業と森林作業道を使用
七月六日から八月十一日まで、
した搬出状況の見学や、生産され
御嶽山山岳遭難防止対策協議会に
た材の販売方法・流通について貯
よる遭難防止パトロールが行われ
木場で説明を受けました。
ました。このうち、岐阜署では七
学生からは、
「平地で行う測量
月二十七日から二週にわたって、
と異なり、山での難しさを感じ
署長ほか三名の職員が山岳救助隊
た」
、
「現場での肉体作業より事務
と合同で参加しました。
仕事が多いことに驚いた」などの
主な活動として、登山口での登
感 想 が 寄 せ ら れ ま し た 。 ま た 、 山届指導や登山道の確認、登山道
「職場の雰囲気が良く働きやすそ
や山小屋の補修作業、安全な登山
うな印象を
について登山者への啓蒙活動等を
受けた」、と
行いました。
いった声も
聞かれ、当
署としては
それぞれの
担当者の熱
意が伝わ
り、就業に
結びつくこ
とができれ
ばと考えて
いるところ
です。

七月二十七日は、台風六号が接
近する濃霧で視界の悪い中、岐阜
県側の濁河温泉登山口からパト
ロールを開始しましたが、悪天候
にもかかわらず大勢の登山者が見
られ、御嶽山の人気をあらためて
実感しました。
山頂の剣ヶ峰付近では、ライ
チョウやコマクサなど高山帯に生
息する生物も少なからず見られ、
今後、希少野生動植物の生息環境
を整備することが、重要になって
くると感じました。

これからも山岳救助隊の方々と
協力し、御嶽山パトロール活動を
継続していきたいと思います。

−6−

木の材積を測る実習

【木曽森林管理署】
八月五日～
九日までの日
程で、長野県
林業大学校生
三名、筑波大
学大学院生一
名に対し就業
体験を実施し
ました。
就業体験で
は、林野行政
や関連する事
業に対する理
解を深めてい
ただくことを目的に、森林林業の
現状と課題等、基礎的な知識を学
んでいただきました。
現地実習では、赤沢自然休養林
での森林教室、熊対策のテープ巻
作業を体験し、また、長野県西部
地震の災害復旧状況の現地確認
や、民国連携による治山事業地の
見学も行いました。
さらに、コンパス測量による収

御嶽山のライチョウ（画像中央）

第 186 号

〈各地からのたより〉
令和元年 9 月

熊対策のテープ巻き作業

製品生産事業の見学

台風接近の中､ 登山者で賑わう五の池小屋

鳥獣保護及び狩猟に関する
講習会を開催！

昨年度から始めた委託捕獲・協
定捕獲、ついで見回り、ジビエ利
用に続き、十二月からは、手探り
状態で職員捕獲も開始しました。
その結果、今年度も、捕獲成果を
あげているところです。
引き続き、流域、地域と連携し
つつ、職員のスキルアップに努め
ていきたいと考えています。

空調服を活用した、
熱中症対策の取組


【森林技術・支援センター】
近年、主伐・再造林が増加し造
林の低コスト化が喫緊の課題と
なっています。当センターにおい
ても造林の低コスト化に向けた取
り組みとして、
「ヒノキコンテナ
苗」の普及に向け、その優位性の
検証のため各種調査を行っていま
す。
コンテナ苗の成長面での優位性
が確認できれば、造林コストで大
きな割合を占める下刈作業の省略
に繋がることから、個体調査と合
わせ周囲の下草との競合度合につ
いても調査を実施しています。

夏場の造林地での調査や作業
は、熱中症対策も兼ねていること
から、当センターでは昨年度から
空調服を活用しています。
空調服とは、電池でファンを稼
働し、気化熱の作用を増幅させ、
作業着の中の冷却効果を図るもの
です。

着用して作業をしてみると汗を
かく量が減り、疲労軽減に効果が
あることが実感できました。
猛暑日にたびたび見舞われる昨
今、建設工事現場等でも暑さ対策
のため、空調服の普及が見られま
す。
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【愛知森林管理事務所】
八月二十八日、当所において、
職員二十一名が参加し、鳥獣保護
及び狩猟に関する講習会を開催し
ました。
当日は、秋雨前線の停滞による
悪天候で、急遽、現地開催から所
内開催となりましたが、講習会で
は担当者から、法令、シカの生
態、フィールドサイン、シカ対策
や造林コスト低減の実証実験に関
する説明を受けた後、二人一組で
四苦八苦しながら、くくりわなを
設置するための実技訓練と動作体
験を繰り返し行いました。
くくりわなを設置する訓練の様子

空調服を着用した下刈り作業中の様子

令和元年 9 月

〈各地からのたより〉
第 186 号

実際に、くくりわなを現地で設置している様子

空調服を着用して調査の準備

