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新しい床：掛床(かけとこ）

「ブランド材を用いた新空間
デザインコンペ」 受賞作品の紹介

令和元年 11 月

【資源活用課】
中部局では、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お
り、昨年度から「ブランド材を用
いたデザインコンペ」を長野県と
共催で実施しています。
今年度は、名称を「ブランド材
を用いた新空間デザインコンペ」
とし、昨年度募集した、パーティ
ションに加え、会議室や住宅の玄
関の壁面などの内装にも幅を広げ
実施しました。
デザインコンペは、社会人の部
と学生の部に分け、地元長野県を
はじめ、昨年応募の少なかった学
生からも、独創性あふれるデザイ
ンを含め、全三十九点の応募があ
りました。
十月三十日、長野県庁において
表彰式を行い、
「ミス日本みどり
ふじもと れ い か
の女神 藤本麗華さん」に、審査
員兼プレゼンターを務めていただ

」 〜
Style

〈本局のトピックス〉
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式ではなく、和室も姿を潜め畳の間という生活になってきています。
、生活を楽しむという状況が展開しています。

き、また、審査委員長の船曳鴻紅
さんからは、審査の講評がありま
した。
受賞作品は次のとおりです。

あ だ ち ゆきとし

「掛床（かけとこ）」足立 幸寿

（東京都、建築設計）

ふなびき こ う こ

グランプリ
中部森林管理局長賞

狭い空間に対応した簾のように
どこにでも掛けられ、持ち運びが
できる「掛床」を提案します。
日本の姿を映し出す床の間を、
和室という概念から開放し、リビ
ングに限らず玄関や寝室とどこに
でも持ち運べる「とこのま」とい
うインテリアとして展開させるこ
とで、日本人の心を取り戻し、日
本の伝統的床の間を復活させるこ
とになるよう期待しています。
（足立さんのコメント）

各賞受賞作品
の詳細は、Ｑ
Ｒコードを読
み込んでくだ
さい。

審査の講評
持ち運びや掛け直しが簡単にできる工夫がされていることから、四季や生活シーンで吊り下げる位置
を変えることができる。特別な技術はいらないので低価格でできる。

学生の部 優秀賞
長野県知事賞

あ り ま ゆき

有馬 幸

「かさね」

社会人の部
部門賞
「風やわら木」

（長
 野県、上松技術専門校）

ブランド材を用いた新空間デザインコンペ応募案

檜人工林の木々の重なりを表現し、家の中に森を生み出します。

従来のパーテーションは
「置く」
ということのみをユーザーが行なったが、

そこに
「作る」楽しさやユーザーの
「個性」
を加えるものにしました。

さらに製作工程が少なく、一人で運びやすいように軽量化を目指しました。
材の置く間隔や縦置き/横置きによって目隠しにも導線を遮ることにもなります。

住宅向けパーティション

細い材を自由に並べることで、
何パターンものパーテーションを
作ることができる。

檜人工林の木々の重なりを表現し、家の中に森を生み出します。
従来のパーテーションは
「置く」
ということのみをユーザーが行なったが、
そこに
「作る」楽しさやユーザーの
「個性」
を加えるものにしました。
さらに製作工程が少なく、一人で運びやすいように軽量化を目指しました。
材の置く間隔や縦置き/横置きによって目隠しにも導線を遮ることにもなります。

材料

細い材を差し込む土台を作るだけのデザイン

幅120×長さ1800×厚さ18mm

120×18×2000mmの材料を効率的に
最小限の部材で済み、経済的です。
縦材

①部材を寸法に沿って木取りする。
②表面を手押し鉋盤、
自動鉋盤で整え、

幅29×長さ1800×厚さ8mm ̶ 36本

×6本

く

ぼ

れいこ

「風やわらぎ」 久保 礼子 （長野県、公務員）

・板材（写真は合板で作っています）の裏表に斜めに切り込みを入れ柔らかく曲がるよ
うに加工し、曲線で切り出し溝を掘った板材にはめ込み、交互に並べてパーティション
細い材を自由に並べることで、
を作りました。
何パターンものパーテーションを
・使用する部材は同じサイズの板材（長さ 1550mm・幅 120mm・厚さ 12mm）から切り出せ
作ることができる。
るように工夫しました。
・見る角度によって表面のうねりが見えるようになります。

審査の講評
切り込み全面で曲げ加工する発想は新鮮で、波状のデ
ザインが興味深くさわやかな印象。
482

裏表切り込み加工
10°深さ7mm 間隔6mm

14
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のため、必要最小限の作業工程で済みます。

木取りできる寸法に設計されているため、

枠材Ⅰ

×2本

枠材Ⅱ

角は安全のため面取りする。
③土台のほぞ加工を行い、組み立てる。

幅39×長さ1200×厚さ18mm ̶ 17本

④細い縦材をを作る。
⑤縦材を並べて完成。

幅12×長さ89~1200×厚さ18mm ̶ 17本

×1本

審査の講評
デザインとしてのインパクトがあり美しいものになり
そう。可変性が高く、香りを楽しむこともできる。
底板

幅89×長さ800×厚さ18mm

×1本

材料が１本650円とすると、
650×10＝

6500 円

が１つあたりの費用となります。

※ほぞ継ぎが困難な場合、
ビスと金具での接合でも可。

奨励賞

長野ハロウィンイベントで、
木のペンダント作り
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の

り



木のペンダント作りの様子

学生の部

塚本 ありさ（高校生）

つかもと

千野 叶恵（高校生）

「２０１９みどりの女神」 木材センターを激励

説明を受けている様子

川口 凜乃（高校生）

かわぐち

原 真大（高校生）

はら ま ひ ろ

かなえ

の

ち

【総務課・企画調整課・保全課・
【資源活用課】
毎年十月は「木づかい推進月間」です。月間中の
技術普及課】
十四日～二十日、ＭＩＤＯＲＩ
三十日、中部森林管理局が主催する「ブランド材を
用いた新空間デザインコンペ（共催：長野県）」の表
長野「りんごのひろば」におい
て、秋の森の見どころと森での健
彰式にコンペの審査員として、来県された
康づくり展を開催しました。
「２０１９みどりの女神」藤本麗華さんが、表彰式終
会場では、秋の行楽シーズンに
了後に台風一九号がもたらした集中豪雨により、千
ほやす
お勧めの、県内各地の森のおさん
曲川が氾濫し大きな被害のあった、長野市穂保地区
にある「長野県森林組合連合会 北信木材センター」 ぽコースの紹介や、認知症対策に
を激励に訪れました。現地では、小池淳所長から、 もなる森の歩き方、中部地方の各
台風一九号の被害の状況や復旧に向けての取組など
地から望む山並みの写真などを展
の説明を受けました。 示しました。
十九日は、長野ハロウィンイベ
女神からの激励の
ントに併せ、木のペンダント作り
言葉は、職員のみな
を行い、たくさんの小さな魔女さ
さんを元気づけてく
んや妖精さんが来てくれました。
れました。
今後も、笑顔あふれるイベント
を企画していきます。
北信木材センターの職員さんと

「パーテーション」
「あぶく」
「子供部屋用
パーテーション」
「リバーシブル」
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〈本局のトピックス〉
令和元年 11 月

川口さん： ヒノキとカラマツの両方が用いられており、木目もしっかり見せられる。 原さん：凹凸の構成や大きさ
の違う輪などデザインが面白い。 塚本さん：高校生らしいデザイン。子供部屋が明るく楽しくなる。
千野さん：表裏で表情が変わる。市松模様が和室でも使用できる。

ＣＳＦ（豚コレラ）ウィルスの
まん延防止に向けた取組


昨年９月に岐阜県の養豚場にお
いて、我が国では二十六年振りと
なるＣＳＦが発生し、管内四県
（富山、長野、岐阜、愛知）にお
いて野生イノシシからＣＳＦの陽
性事例が確認されています。
現在のＣＳＦの流行は、野生イ
ノシシによる感染拡大が大きな要
因のひとつとされており、野生イ
ノシシのＣＳＦまん延防止に向け
て、農林水産省を挙げた取組を
行っており、中部森林管理局にお
いても、地元自治体からの要請を
受けて、経口ワクチンの散布や野
生イノシシ捕獲支援のため、局署
職員の派遣を行っています。

散布は、県内の民有林や国有林
内の獣道など野生イノシシの行動
が想定される箇所へ、県、市町村
職員等と一班三名体制で、一日に
五から十箇所程度に穴を掘り、そ
れぞれ経口ワクチン二十個と誘引
用の家畜用飼料を埋設します。
散布作業にあたっては、防護服
を着用するなど、普段とは異なる
環境での慣れない作業であること
から、慎重に作業に従事していま
す。

【企画調整課】
長野県においては、野生イノシ
シのＣＳＦまん延防止のためワク
チンベルトの設置を進めており、
同 県 か ら の 要 請 に 基 づ き 、 九 月 【富山森林管理署】
三十日より十一月六日までの間
富山森林管理署では、富山市の
に、のべ五十四名の職員を派遣し
要請に基づき、北陸農政局ととも
ています。
に、野生イノシシの捕獲強化支援

のための職員派遣をすることとな
り、当署からは十月二十八日から
十一月一日までの一週間、職員二
名が野生イノシシ捕獲作業支援業
務に従事しました。

派遣に際しては、北陸農政局の
担当者と業務内容や手順について
打ち合わせを行うなど準備を進
め、派遣先では市民から野生イノ
シシ発見の通報を受け、富山市職
員とともに発見場所の消毒、野生
イノシシの運搬、埋設等の作業を
行いました。
派遣期間中、富山市では野生イ
ノシシのＣＳＦ陽性個体は確認さ
れませんでしたが、今後も引き続

き、北陸農政局、市町村等との連
携を強化し、ＣＳＦウィルスまん
延防止に協力したいと思います。
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防護服を試着している様子

通報を受け、発見した野生イノシシを確認している様子

令和元年 11 月

〈本局のトピックス〉
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経口ワクチン散布作業の様子

北陸農政局の担当者と打ち合わせの様子

令和元年度第二回目
工事安全パトロールを実施

なりました。
また、前回と同様に、飯田労働
基準監督署の安全専門官から、専
門的なアドバイスや各種基準と照
らし合わせた具体的な指導、反省
会の中で、労働災害の防止に向け
た講義もしていただき、安全協議
会員及び当所職員も熱心に聞き
入っていました。
今後も安全パトロール等の活動
を通じて、受注者と発注者が一体
となって、実効性のある安全活動
を展開し、終盤を迎える今年度工
事の無事故無災害を目指していき
ます。

地元住民を対象とした
国有林治山見学会を開催


【北信森林管理署】
九月二十七日、飯山市西大滝地
の の み
区上流の、
「野々海川水源地域整
備工事」箇所において、地元住民
を対象とした国有林治山見学会を
開催しました。
当日は晴天に恵まれ、地区長を
はじめ地区住民の方々、飯山市役
所関係者が参加し、当署の職員か
ら治山事業の目的、機能等につい
て説明を行った後、実際に施工し
ている現地において、工事概要を
説明しました。
たにどめこう
現地は、コンクリート谷止工の
新設と昭和三十五年に設置され、
六十年近く経過した玉石コンク
とこがためこう
リート床固工の補修工事箇所で、
丸太残存型枠に長野県産カラマツ
間伐材を使用し、自然環境との調
和、工期の短縮を図っていること
などの説明を行いました。
参加者からは、
「この地区は過
去に土石流災害が発生したところ
であり、住民の安全確保のために
治山工事が実行され安心する」と

いった感想が聞かれました。
見学会の最後には、地区長より
「今後とも、地域の安心した暮ら
しのためにも、治山事業の計画的
な実施をお願いしたい」との要望
がありました。
また、西大滝地区の手配により
ドローンを飛行させ上流域の現状
を撮影しており、十一月に予定し
ている地域の催しで上映し、広く
住民に周知したいとのことでし
た。
今後も地域住民の方々に国有林
野事業を理解していただくため、
引き続き見学会の開催等の取組を
行っていきたいと思います。
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【伊那谷総合治山事業所】
九月十七日、十月十日、十一月
こしぶ
十二日の三日間にわたり、小渋
川・上伊那・飯田の各地区の発注
工事全現場において、今年度第二
回目の工事安全パトロールを実施
しました。三日間で、三地区の安
全協議会員、当所職員、飯田労働
基準監督署担当官が出席し、各工
事現場においてチェックリストに
よる点検を行い、最終日には、事
業所等で反省会を行いました。
今回の安全パトロールは、七～
八月に実施した発注工事全現場の
点検パトロール結果をもとに、是
正事項の改善対策の確認や新たな
不安全要素のチェックを行うもの
で、毎年、工事中期から工事完成
前にかけて実施しているもので
す。
反省会では、整理整頓の不備、
荷掛ワイヤー損耗などの軽微な是
正事項の指摘はありましたが、多
くの推奨事項が報告されるなど、
パトロールの成果が現れる結果と

治山現場見学会の様子
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〈各地からのたより〉
令和元年 11 月

上伊那地区の山腹工の点検状況

富山県地域振興団体協議会
現地視察

伐採搬出現場の大変さを実感！
国有林等視察交流会を開催


【飛騨森林管理署・名古屋事務所】
十月一日、飛騨森林管理署管内
いっしき
一 色国有林他において、
「国有林
作業現場等視察交流会」を開催し
ました。
今回は、製材業、木材市場、住
宅建材供給、住宅メーカー、港湾
運送業などから二十四名が参加
し、国有林の木材生産、岐阜県森
しょうかわ
林組合連合会の中間土場、荘川温
おうか
泉桜香の湯の木質バイオマスによ
る熱利用、白鳥林工協業組合の地
はばは
域材の供給、巾接ぎパネルを視察
しました。

バイオマスボイラーを見学する参加者

国有林の間伐による木材生産現
場では、チェーンソー及びハーベ
スタによる伐倒、枝払い、造材、
グラップルによる直取り集材、
フォワーダ運搬までの一連の作業
を視察し、参加者からは、
「間伐
時の選木方法、一日あたりの伐採
本数、枝葉の処理」など様々な質
問が出されました。
参加者は、日頃は四角い製材品
を扱っている方々が多く、初めて
目にする伐採搬出作業に、
「木を
使うことで少しでも山に還元出来
るようにしていきたい」との感想
も聞かれるなど、新たな木材利用
についてのきっかけとなる一日と
なりました。
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富山署管内の復旧治山工事現場視察の様子

【富山森林管理署】
十月七日、富山県地域振興団体
協議会が主催する市町村担当課長
なんと
会議及び現地研究会が南砺市及び
となみ
砺波市で開催されました。
本協議会では、毎年県内各地で
現地を視察し、森林の保全等を
テーマに情報交換を行っており、
今年度は、平成二十年の集中豪雨
による山腹崩壊において実施した
南砺市大牧地区の復旧治山工事及
び昨年、山腹崩壊があった県所管
の復旧治山事業について現地で説
明会が行われ、過酷な作業現場で
斜面崩壊土石を食い止める工法や
安全性等を考えた新しい資機材の
導入、工夫等について、当署職員
等から説明が行われました。
あいのくら
また、相倉の合掌造りでは、養
蚕を考えた上階の建築構造や根曲
がり木などの特性を生かした梁
や、柱への木材利用を確認しまし
た。
さらに、南砺森林資源利用協同
組合が運営している木質ペレット
工場では、地域内の森林資源を利
用した木質バイオマスエネルギー
の事業運営や、今後の循環型社会
に向けた森林の活用方法などの理
解を深めました。
今後も地域の振興に向けて、現
地視察などに協力していきます。

ハーベスタの仕組みの説明を受けている様子

令和元年 11 月

〈各地からのたより〉
第 188 号

ペレット工場の視察

中学生の職場体験
～大桑中学校～


【南木曽支署】
十月三十日から三十一日、大桑
村立大桑中学校二年生の生徒一名
が、国有林のフィールドで職場体
験をしました。
当支署において、この取組は初
めてとなりますが、各分野の職員
が企画から指導役まで担当し、よ
り多くの業務を体験できる計画を
立てることができました。
一日目は、支署長による国有林
野事業の業務概要の説明から始ま
り、治山工事箇所の監督業務、貯
木場での、丸太の材積を測る検知
業務、ドローンを使っての伐採跡
地の確認等を体験しました。

二日目は、地元の観光スポット
あてら
である阿寺渓谷内にあるお散歩
マップコースやハナノキ周辺の整
備、貸付地の現況確認を体験しま
した。

職場体験を終えた生徒からは、
「ドローンを導入して作業の効率
を上げているのに驚いた。とても
充実した時間を過ごすことができ
た」との感想がありました。
今後もこのような機会を続け、
地元の子供たちにも国有林を身近
に感じていただけることを期待し
ます。
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コスト造林の現地の見学、除伐作
業体験、四日目は、ニホンジカ被
害対策としてシカ柵やくくりワナ
を仕掛ける実習、最終日は、護山
神社にて初代大ヒノキの年輪板の
見学を行いました。

インターンシップ五日間のうち
四日間が雨となり、天候には恵ま
れませんでしたが、実習生から、
「今回の体験を通じて、漠然とし
ていた森林管理署職員のイメージ
が明確になるとともに、様々な業
務体験により、林業関連の仕事に
興味や関心が湧きました。さらに
林業に関する知識を身につけ、就
職活動に取り組んでいきたい」と
の感想が寄せられました。
今回のインターンシップでの経
験が、少しでも実習生の将来の夢
に役立つことを期待するところで
す。

遊歩道整備でロープワークを体験

インターンシップ受入

【東濃森林管理署】
八月十九日から二十三日の五日
間、名古屋大学農学部生物環境科
学科三年生の学生一名をインター
ンシップとして受け入れました。
今回受け入れた実習生は、
「大
学で学んでいる森林保護につい
て、ニホンジカ対策等を実際に取
り組んでいる現場を体験すること
により知識と体験を結びあわせ、
画期的なニホンジカ対策を考えた
い」との思いでインターンシップ
を希望したとのことです。

初日は、国有林や森林管理署及
び治山業務などの概要説明、二日
目は、間伐調査と境界管理業務の
体験、三日目は、高性能林業機械
を使用した伐採造林一貫作業や低

除伐作業の体験

くくりワナの設置体験

第 188 号

〈各地からのたより〉
令和元年 11 月

治山工事の監督業務を体験

緑のオーナー友の会
交流会を開催

統的な三紐伐（みつひもきり）の
映像を見ました。
第一回目交流会が、平成元年度
に赤沢自然休養林で開催され、今
回、元号が令和に代わった最初の
交流会であったことに何かの縁を
感じた会員も居られたようです。
中部森林管理局としても、この
ような機会を通じ、オーナーの皆
様と直接交流し、国有林野事業の
業務内容を理解いただくことは有
意義なものと考えており、引き続
き交流会の開催に協力していきた
いと考えています。

「国民参加の森づくり活動」
ニッセイ豊橋の

森育樹活動を実施

【愛知森林管理事務所】
九月二十八日、豊橋国有林にお
いて、ニッセイ友の会によるボラ
ンティア活動が行われました。
この活動は、国民参加の森林づ
くりとして平成二十三年度の植栽
に始まり、その後、育樹活動とし
て、下刈りや除伐を行ってきたも
ので、本年度は七十九名が参加
し、枝打ち作業を行いました。

当所では、事前の現地打ち合わ
せや安全確認などの準備に協力す
るとともに、当日は職員四名が参
加し、技術指導にあたりました。

参加者の皆さんは、日頃歩きな
れない林内で、使い慣れない鋸を
使っての作業でしたが、額からの
汗を拭いながら懸命に作業に取り
組んでいただきました。作業を終
えた林内は、作業前と比べ見違え
るほどきれいになり、参加者から
は「森林を育てるのは大変だ」、
「もっと作業したかった」などの
感想がありました。
今回参加された方々が、森林の
大切さを理解し、
「国民参加の森
林整備の必要性」等を情報発信し
ていただくことを期待していると
ころです。
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【木曽森林管理署】
十月十七日、長野県内の分収育
林契約者による第三十一回「なが
の緑のオーナー友の会交流会」
が、木曽森林管理署管内の赤沢自
然休養林内で開催されました。
当日は、台風一九号による被災
も心配されたところですが、清水
会長をはじめ、東京方面や名古屋
方面から会員二十名が参加され、
交流会事務局である日本森林林業
振興会長野支部の原支部長、有井
総務部長と、木曽森林管理署員の
案内により、森林鉄道への乗車、
ふれあいの道の散策、昭和六十年
に行われた伊勢神宮御神木伐採跡
地の見学などを行いました。
森林鉄道乗車中には、間近でカ
モシカに遭遇したために歓喜した
り、また、散策では、木曽五木
（ヒノキ、サワラ、アスナロ、ネ
ズコ、コウヤマキ）の樹種毎の特
徴による見分け方の説明に聞き入
りました。御神木の伐採跡地で
は、伐根を見ながら、斧による伝

ニッセイ友の会ボランティアの皆さん

令和元年 11 月

〈各地からのたより〉
第 188 号

木曽五木についての説明の様子

枝打ち作業の様子

