乗鞍岳（3,026m）

今回は、日本一簡単に三、
〇〇 
〇㍍峰に登山できるといわれる乗
鞍岳をご紹介いたします。
日本一の高度を走る乗鞍スカイ
ラインを利用して、登山口である
標高二、
七〇二㍍畳平へアクセス
すると、剣ヶ峰山頂までは徒歩一
時間三十分ほどです。山頂からは
乗鞍高原を見下ろすことができ、
山頂直下の火口湖、権現池を望め
ば、過去の噴火と周辺地形の成り
立ちを観察できます。

また、日本の滝百選に選出され
た三本滝は、水源が異なる三つの
滝の様子が一度に見られる名所
で、落差五十㍍、山岳信仰の修験
者の厳しい修行の場であったとい
われています。
この他、善五郎の滝は、今から
約四万三千年前、乗鞍火山の高
天ヶ原火山体（二、
八二九㍍）か
ら流れ出た、番所溶岩の中にでき
た滝で、幾度にもわたって流れた
溶岩の一端が崖となった個所に、
小大野川が流れて滝になったと考

長野道

飛騨高山

岡谷JCT

えられています。
近隣では、特異な地質として、
温泉が噴出した場所に沈殿物が多
く付着して幾重にもなった「噴湯
丘」や、世界的にも珍しい球状の
石灰岩で国の特別天然記念物に指
定された「白骨温泉の噴湯丘と球
状石灰石」を見ることができま
す。
◆所在
 地（乗鞍岳畳平バスターミ
ナル）
岐阜 県 高 山 市 丹 生 川 町 岩 井 谷
一二二三
営業 期 間 ： 五 月 十 五 日 〜 十 月
三十一日（冬季閉鎖）まで
◆アクセス【自動車】
〇ほ
 おのき平バスターミナルまで
中部縦貫道・高山 より約
三十五分
長野道・松本 より約六十分
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番所大滝
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乗鞍岳
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中信森林管理署

中信森林管理署大野川森林事務
所管内は、乗鞍高原を含み標高
一、
一〇〇～三、
〇二六㍍
（乗鞍岳）
と高所に位置し、冷涼な気候で乗
鞍岳を望み、乗鞍スキー場や乗
鞍・白骨温泉、いがやレクリエー
ションランドなど観光やアクティ
ビティが豊富な地域となっており
ます。

乗鞍高原は乗鞍岳の溶岩台地
で、溶岩の厚さ六十㍍、落差四十
㍍の乗鞍三滝の一つ、番所大滝を
生み出しています。

中央奥の湖の左が畳平
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国有林と言えば現場、現場と言えば
森林官！しかし、一般の方には余り馴
そこで各地にある森林事務所や地域

染みがないと思います。
の特色、森林官の仕事などを紹介して
いきます。

が顕著になってきており、林内に
は、センサーカメラを設置し、生
息状況など分析するとともに、地
元猟友会に情報提供を行い、獣害
駆除に協力しています。
このように様々な業務を、森林
官、行政専門員、非常勤職員の三
名が連携して取り組むとともに、
来年度から始まる森林計画に基づ
く伐採、更新等の準備を進めてい
ます。

■未来の担い手へのメッセージ
五十代後半となった私は、これ
まで、中部森林管理局管内四県の
森林管理署で、造林、生産や管理
業務を経験する中、それぞれの現
場の峰々から森をながめ、先人の
苦労を感じてきました。
この山々は、先輩諸氏が守り育
てた貴重な財産であることを自覚
し、私も同様に引き継ぐため、残
りの時間を精一杯、誇りを持って
業務に取り組みたいと思います。
そんな山官リレーのバトンを、
一人でも多くの若い人に手渡すこ
とができたらと思います。
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シリーズ
﹁森林官からの便り﹂

紅葉のせせらぎ街道

当部内の国有林は、人工林率
が、九○％と高く、間伐の適期を
迎えた森林からは、年平均で約百
㌶、七千～八千立方㍍の木材が生
産されるとともに、林内に存置す
る間伐も実行しています。
また、契約期間の満了を迎えた
分収育林も多く、毎年五～十㌶の
皆伐があり、年々地拵えや植付、
下刈が増加しています。
近年は森林のみならず、里山地
域においても、ニホンジカの食害

就業体験生に指導する様子（左が筆者）

りんやちょう
り
も

【飛騨森林管理署 三日町森林事務所】

首席森林官 羽田野 佳春

三日町森林事務所は、高山市の
最南西部に位置する清見町内に所
在し、分水嶺の西ウレ峠を境に、
馬瀬川（太平洋側）と川上川（日
本海側）の水源林流域に、十箇所
に点在する、約四、
四四○㌶の国
有林を管轄しています。
清見町のほぼ中央を南北に縦断
する「せせらぎ街道」は、ブナ、
ナラ、カンバなどの新緑や紅葉
等、四季折々に大自然を満喫でき
る人気の高いドライブコースで、
沿線には、おおくら滝、カタクリ
群生地、ラベンダー園、キャンプ
場、木製品展示販売場（ウッド
フーラム）などの見所もありま
す。

マツ谷国有林（高山市）列状間伐

令和元年 10 月

〈森林のお仕事紹介コーナー（農林水産省林野庁）〉
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受注してくださる民間事業体あって
の国有林。そこで、国有林の植林や間
伐などを行う森林・林業事業体からの
投稿をもとに、頑張っている若者や女
性技術者などを紹介していきます。

シリーズ
﹁森林・林業界からの便り﹂

細川木材株式会社
みつい
たかし
三井 貴史
（二○一五年入社）

業は一部、生産性向上モデル事業
地に指定され、事業開始前や途中
にも会社全体で、効率的かつ低コ
ストな作業方法を話し合って進め
ることができました。
■現場での役割、魅力
チェーンソーによる伐採、グ
ラップル、ウィンチによる集材、
ハーベスタ、プロセッサによる造
材、フォワーダによる林内運搬な
ど、全ての作業の習熟のため、
日々違った作業を行っています。
作業は、その日、その時の状況
で、それぞれに合った方法を考え
る必要があり、常に頭を使い効率
的な作業に努めています。現場で
は全く同じシチュエーションがな

く、自分で考え作業を行い、完了
したときの達成感にやりがいを感
じています。また、手本となる先
輩方がいるので、一つでも多くの
技術を勉強し、早く周りに追いつ
き、いつの日か追い越そうと、
日々技術の向上に取り組んでいま
す。

で調べていく中、作業や機械に興
味が湧くと同時に、体を動かす仕
事であること、友人から、
「やり
がいのある仕事だ」と聞いていた
ことで、この世界に入ってみよう
と思いました。

■未来の担い手へのメッセージ
「林業ってなんだろう」という
疑問から始まり、今では新しい仲
間もでき、本当に林業界で働かせ
てもらえて良かったと思っていま
す。自然が相手の仕事で、状況に
応じた技術を身に付けるため、学
ぶことが多く、大変やりがいのあ
る仕事だと思います。少しでも興
味があったら、飛び込んで、一緒
に盛り上げていきませんか。
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フォワーダに積込作業

■森林・林業の世界に
入ったきっかけ

林業を始める前は、製造業に従
事していましたが、そんな時に細
川木材株式会社に勤めている友人
から、「一緒に働いてみないか」
と誘われたのがきっかけでした。
最初は林業とはどんな仕事だろう
と漠然と考えていましたが、自分

カラマツの伐倒作業

り
も

「緑の雇用」
研修生（3年目）

■事業の概要
請負事業：森林
 環境保全整備事
業（保育間伐活用型
南信５西嶽）
発注者：南信森林管理署
事業地は、長野県と山梨県にま
たがる八ヶ岳の裾野に位置する西
嶽 国 有 林 で 、 間 伐 四 五・四 二 ㌶ 、
生産材積三、
四三〇立方㍍の素材
生産請負事業です。なお、当該事

ハーベスタによる造材作業

第 187 号

〈森林のお仕事紹介コーナー（森林・林業）〉

令和元年 10 月

り
も

受注してくださる民間事業体あって
の国有林。そこで、国有林の林道や治
山工事などを行う林業土木事業体から
の投稿をもとに、頑張っている若者や
女性技術者などを紹介していきます。

シリーズ

土砂の流出を防ぐとともに、下流
の国道等を保全する目的で、床固
工を設置する工事です。

■現場での役割、魅力
私の現場での役割は、測量、丁
張り、写真撮影、出来形管理、安
全管理等、現場代理人見習いとし
て、補助的な仕事に携わっていま
す。
現場の自然環境は、毎日表情を
変え、穏やかな日もあれば、雷雨
など厳しい環境で、現場までの作
業道に大きな落石がたくさん落ち

ている時もあります。
どの作業も、今後私が現場を担
当する時、大変役に立つことばか
りで、毎日新しい知識や監理な
ど、現場代理人に優しく分かるま
で教えていただき、とてもやりが
いがあって楽しい仕事だと思いま
す。

■林業土木の世界に
入ったきっかけ

私が林業土木業界に入ったきっ
かけは、幼少期から重機や工事現
場が大好きで、物心がついたとき
から、将来は土木の仕事をしたい
と思ったのがきっかけです。入社
当時は、様々な現場で経験を積ま
せていただき、作業に慣れてきた
頃、今の治山工事の現場代理人
が、
「将来現場代理人になりたい
のなら、山の現場で色々と教えて
やる」と声をかけてくれました。
あの時のことを思うと、とても感
謝しています。

■未来の担い手へのメッセージ
土木業界は、３Ｋのイメージが
強く、現場で作業を実際に経験し

てきた私も、心が折れそうになる
時もありますが、一日一日が極め
て充実しています。その理由とし
て、作業が進むにつれて、完成に
近づいていく実感があるからで
す。また、作業が進行する中、ト
ラブルも起こりますが、現場代理
人や協力業者さんと共に乗り越え
る達成感や、作った構造物が後世
に残ることも大きな喜びのひとつ
だと思います。少しでも建設業に
興味・関心を持つ方は、みどり溢
れる国有林の現場で一緒に働きま
しょう。
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﹁林業土木業界からの便り﹂

小坂建設株式会社
しみず
けいいち
清水 圭一
（二〇一六年入社）

■事業の概要
請負事業：三方崩（弓ヶ洞２）
復旧治山工事
発注者：飛騨森林管理署
本工事個所は、岐阜県白川村三
方崩国有林の弓ヶ洞に所在し、こ
の流域で度々発生する土石流や、

現場代理人と打合せの様子

床固工等の施工地（ドロ－ン空撮）

令和元年 10 月

〈森林のお仕事紹介コーナー（林業土木）〉
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月
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どころ
きどころ

レーションは
「天守炎上」
と例えられる
圧巻の光景と
なります。期
間中、紅葉ラ
イトアップの
ほか、和太鼓
演奏や火縄銃
の演武といっ
た各種催しが
週末ごとに行
われます。
⑧ ～ 日 香嵐渓もみじまつり
（愛知所 豊田市）

現在、香嵐
渓には十一種類
の楓 が あ る と
いわれており、
き れいに 紅 葉
した風 景 と共
に、 楓の葉 を
見比べてみては
いかがでしょう
か。 日 没から
はライトアップ
が予 定されま
す。
⑨ 日 上高地閉山祭
（中信署 松本市）

上高地のシーズンの終わりを告げる閉
山式が河童橋において今シーズンの無事
に感謝し、しめやかに執り行われます。
来年の四月中旬まで上高地は冬の眠り
につきます。

ださい。

見
聴

〜魅力イッパイ国有林〜

県農林水産局林業振興部長）が動画も交
えて紹介。
⑤ ～ 日 夕森もみじまつり
（東濃署 中津川市）

夕森公園の紅葉・渓谷美を体感しなが
らのウォーキングはいかがですか。土曜、
日曜、祝日には、各種イベントも開催さ
れます。紅葉と滝の美しいハーモニーを
堪能しましょう。
⑥３日
 「第２回森ＪＯＹ」森と歓喜する
―五十年後の君たちへ―
（南信署 伊那市）

森ＪＯＹは、森を感じ、味わい、遊び、
語り合う一日です。
「森のステージ」
、
「森
で遊ぶ体験」
、
「森のコンサート」
「森と木
のお仕事いろいろ」など森を楽しむプロ
グラムがたくさんあります。
会場：市民の森（ますみが丘平地林）
雨天時：伊那西小学校体育館
お問い合わせ：伊那市ミドリナ委員会
電話〇二六五 七
-八 四
-一一一
2

日 郡上八幡城下もみじまつり
⑦１～

（岐阜署 郡上市）
２０１９ 
「岐阜県の天空の城」として人気の郡上
八幡城は東殿山国有林の麓に位置します。
燃えるような紅葉と白亜の城のコラボ

1

15

11

①上旬から中旬 松本城の紅葉
（中信署 松本市）

お堀の桜とドウダンツツジが紅く染ま
ります。お堀の外から黒い天守閣と北ア
ルプスの紅葉を見るのもお薦めです。
②上旬 塩尻市紅葉名所
（中信署 塩尻市）

「奈良井ダム」
：ダムを囲む紅葉が見ご
ろ。
「権兵峠」
：南アルプスとの紅葉が見
ごろ。
「鳥井峠」
：奈良井宿の町並みに紅
葉が映えます。
③上旬から下旬 安曇野紅葉名所
（中信署 安曇野市）

「中房渓谷」
：北アルプスの麓の中房は
温泉地として有名です。湯煙と紅葉が心
を癒やしてくれます。
「一の沢林道」
：常
念岳登山口への林道で、往復４時間程の
トレッキングで渓谷の紅葉を楽しめます。
④２日 「御料館」開館 周年記念講演
会・ イベント  （木曽署 木曽町）
前半では明治時代に皇室財産として
「御料林」が設定された経緯と経営の実
態、伊那市高遠出身の中村弥六が御料林
創設に果たした役割などを講義。後半で
は江戸・東京の木材産業に伝わる伝統芸
能「木場の角乗」について同保存会会員
でもある福田淳氏（林政学研究者 広島

☆森林でのお仕事紹介コーナーを見て、森林・林業業界へのご興味を持っていただけた

（おさんぽマップは、QRコードを

※特にステキな写真は、広報誌「中部の森林」の表紙に掲載し紹介させていただきま

秋は、嵐とともにやってきました。心の健康

（１メール容量２ＭＢ以内）

ました方々に心よりお見舞いを申し上げます。

☆魅力イッパイ国有林などに関する写真投稿を随時募集しています。

このたびの台風により、 犠牲になられた

ステキな写真が撮れましたら migoro＠maff.go.jpまで電子メールでお送りください。

方々のご冥福をお祈りするとともに、被災され

あなたのお気に入りの一枚！お待ち申し上げます！

編集長だより

ら幸いです。進路検討中の皆様、お気軽に最終ページのお問い合わせ先へご相談く

読み込んでください）

10

24

第 187 号
令和元年 10 月

5

30

と癒しを求め、「国有林おさんぽマップ」を片

す。ご投稿には、氏名またはニックネーム、整理番号（今月なら①～⑨のいずれか）
、

手に、森へ出かけてはいかがでしょうか。

撮影日を記入してお送りください。感想やコメントを添えていただいても構いません。

