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台風第十九号災害からの
復旧に向けた対応


る予定です。
中部森林管理局では、台風第
十九号災害復旧事業及び補正予算
に伴う事業を円滑に実施する観点
から、ホームページに「発注見通
し等」を準備が整ったものから随
時掲載することとしています。
地域住民の皆様の安全・安心の
ために、森林の早期復旧を速やか
に進めていく考えです。
（発注見
通し等については、公表した後に
変更または追加する場合がありま
す。また、公表した工事の内容
は、予算が成立することを前提と
したものであり、予算成立後、発
注する工事と内容が異なる場合が
あります。
）
※発注
 見通し等については、下のＱ
Ｒコードを読み込んでください
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被災内容

林道名

市町村名

署等名

番号

被災内容
国有林名等
市町村名
署等名
番号

【企画調整課・治山課・森林整備課】

台風第十九号災害については、
災害発生直後から、局緊急自然災
害対策本部の下で、被害調査と災
害からの早期復旧に向けた対応を
進めています。
今後も、いつでも起こり得る自
然災害に対し、国民の皆様の命や
生活の安全を確保することが求め
られているなか、令和元年十二月
五日に閣議決定された「安心と成
長の未来を拓く総合経済対策」に
おいては、水害対策を中心とした
防災・減災、国土強靱化の取組を
更に強化するため、森林等のイン
フラの強靱化を速やかに進めるこ
と等が盛り込まれました。
また、この対策に基づく令和元
年度補正予算案が十二月十三日に
閣議決定され、林野関係では、森
林整備事業及び治山事業に
三九一億円、山林施設災害復旧等
事業に二一五億円等が措置されて
います。同補正予算案は、来年一
月に開会する通常国会で審議され
東信森林管理署職員による
被害状況の調査（高峰国有林）
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（参考）令和元年台風第19号による主な被害状況
【山地災害】

1

東信森林管理署

長野県小諸市

高峰

山腹崩壊

2

東信森林管理署

長野県上田市

角間山

山腹崩壊

3

東信森林管理署

長野県南佐久郡南相木村

南相木山

山腹崩壊

4

南信森林管理署

長野県伊那市

黒河内

山腹崩壊

5

伊那谷総合治山事業所 長野県下伊那郡大鹿村

鹿塩

山腹崩壊

【林道被害】

1

北信森林管理署

長野県上水内郡信濃町

殿沢林道

路肩決壊

2

北信森林管理署

長野県下水内郡栄村

五宝木林道

路肩決壊

3

東信森林管理署

長野県小県郡長和町

大門窪城林道

路肩決壊

4

東信森林管理署

長野県小県郡長和町

大門東支線林道

路体流出

5

東信森林管理署

長野県小県郡長和町

大門東林道

法面崩壊

6

南信森林管理署

長野県伊那市

黒河内林道１

路肩決壊

7

南信森林管理署

長野県伊那市

黒河内林道２

路体流出

※発注見通しではありません。

「大嘗宮」 の部材に東信産の
カラマツ皮付き丸太を供給

東信森林管理署では、供給予定
量の約三倍の三千本弱の丸太を生
産し、職員総出で選木作業や養生
管理に取り組み、令和元年六月に
無事引き渡しを行いました。
今回の伐採、搬出作業に当た
り、佐久森林組合様、㈱吉本様の
ご尽力に対しまして、厚く御礼申
し上げます。
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【供給数量等】
樹 種 カラマツ（皮付き丸太）
径 級 十二㌢㍍～三十六㌢㍍
長 級 三・〇㍍～六・〇㍍
本 数 千百本
【生産地】
長野県軽井沢町の国有林
【使用場所】
大嘗宮（廻立殿、悠紀殿、主基殿）
【供給経過】
・生産期間 Ｈ ・ ～Ｈ ・３
（請負生産）
・選木作業と養生管理
Ｈ ・ ～Ｒ１・６
（東信森林管理署）

遮光シートで保護し養生する様子

引き渡された丸太の積み込みの様子

フォワーダに緩衝材を装着し
樹皮損傷を防止した運搬の様子

【写真右】丸太を選木する様子
【写真左】曲がりや節の状況、皮むけや目まわり等の欠点を細かく確認



【東信森林管理署・資源活用課】
十一月十四日・十五日、皇位継
さいし
だいじょうさい
承重要祭祀「大嘗祭」の中心的儀
だいじょうきゅう
式「大嘗宮の儀」が、皇居・東御
苑に特設された大嘗宮で行われ、
か い りゅう で ん
ゆ き でん
す き
大嘗宮（廻 立 殿、悠紀殿、主基
でん
殿）の主要部材として、東信森林
か る い ざ わ まち
管理署（軽井沢町の国有林）から
生産されたカラマツの皮付き丸太
千百本が使用されました。
丸太供給に当たっては、良質な
皮付きの状態を維持するため、冬
期に伐採し、人の手で玉切りした
り、林道までの搬出や保管場所ま
での移動は緩衝材を用い樹皮を痛
めないよう細心の注意を払う作業
となりました。

完成した大嘗宮（主基殿等）

31

【写真上】チェーンソーで指定の
太さに調整
【写真左】丸太の損傷防止のため
のスリングベルトや緩
衝材を使用
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国有林野の所在する市町村長と
の連絡協議会を開催

使途や譲与基準に関する意見とと
もに、台風第十九号で被災した林
道等の早期復旧など要望が多く寄
せられました。
最後には、森林の有する多面的
機能の持続的な発揮や林業の成長
産業化の実現に向けた取組を、有
志協のネットワークを活用しなが
ら、代表市町村間で連携して進め
ていくことで一致しました。

令和改元記念植樹を実施
～三つの願いを込めて～


【経理課】
十一月二十五日、本局職員によ
る令和改元記念植樹を局庁舎中庭
において実施しました。
これは、庁舎敷地内の庭木の整
備を行う一環として新たな花木の
植栽を行ったもので、今年は元号
が改元された記念すべき年であ
り、天皇陛下の即位に伴う種々の
行事が行われていることに併せ実
施したものです。
植樹に当たり吉村局長より、三
つの願い「①林業の成長産業化等
へ向けた国有林の使命達成、②台
風十九号災害からの復興、③職員
の健康と安全の確保」を込めて植
えてほしいとの挨拶があり、本局
職員一二五名が参加し、コヒガン
ザクラ、ハナモモそれぞれ、二本
を丁寧に植樹しました。
当日は、雨が落ちそうな曇り空
でしたが、職員のはつらつとした
笑顔により晴天下のような明るい
空気に包まれていました。
今回植樹したコヒガンザクラや

ハナモモが大きく育ち、綺麗な花
を咲かせ、職員だけでなく周囲の
住民の皆様にも楽しんでいただけ
ればと願っています。
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【企画調整課】
十一月二十八日、中部森林管理
局の大会議室で、管内の十地区の
うち七地区から代表の市町村長の
ご出席を賜り、
「国有林野等所在
市町村長有志協議会」
（以下、
「有
志協」）の連絡協議会を開催しま
した。
有志協は、地域社会と国有林野
事業の連帯強化を図るために、昭
和五十二年以降に設置したもので
す。
林野庁から出席した織田国有林
野部長と安髙森林集積推進室長よ
り、林政の最近の動向について説
明を行うとともに、代表市町村長
等からは、持続可能な森林資源を
活用する地域独自の取組及び山村
地域におけるエネルギーの自給自
足に向けた取組や、木の文化を支
えるための国有林の利活用、林業
の後継者不足への対応など活発な
意見が出されました。
また、今年度から開始した森林
経営管理制度や森林環境譲与税の

植樹後の記念撮影の様子
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国有林野等所在市町村長有志協議会の様子

木曽の国有林見学会（秋季）
を開催

宮との関わり、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 良
かった」
、
「引き続き継続を望む」
との意見とともに、
「事前学習会
もあり勉強になりました」
、
「今度
は良い天気に再度ゆっくり来たい
です」と感想も得られました。
なお、この催しは、木曽復興支
援の取組としても位置づけてお
り、今後も参加者のご意見をとら
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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【木曽森林ふれあい推進センター・
名古屋事務所】
あかさわ
十月二十九日、赤沢自然休養林
き そ が わ
において、木曽川下流域の方々に
木曽地域の林業の歩み、木材輸
あつた
送、名古屋市熱田区の白鳥貯木場
にたどり着くまでの運材技術の変
遷や木材の出材地について、
「四
百年の歴史」を体感し、森林とふ
れあっていただくことを目的に見
学会を開催したところ、名古屋市
内を中心に四十名の方に参加いた
だきました。

当日は、雨天の中、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

ヒノキ大樹の説明を聞く参加者

「公共事業予算等に関する
地方連絡会」で治山事業地案内

す な ご や

こにしがわ

【伊那谷総合治山事業所】
十一月二十七日、関東財務局に
よる公共事業予算等に関する令和
元年度第二回地方連絡会（分会）
まつかわ
が、松川入地区民有林直轄地山事
業を対象として開催され、理財部
主計第二課の担当者三名が当所の
新事務所及び現地において、事業
の概要について聞き取り調査を実
施し、局企画調整課及び治山課の
担当者とともに、当所職員が説明
や現地案内を行いました。

砂小谷（小西川）復旧治山工事

ほうきさわ しょうぜんざわ

午前中は、事業内容や進捗状況
の聞き取り、今後の事業見通しや
期中評価の結果について説明を行
いました。
午後からは松川入地区の現場へ
移動し、山腹工復旧箇所を対岸か
ら遠望しながら、当所職員が治山
工事の進め方や工種毎の目的等の
説明を行い、当年度の山腹工事や
前年度施工箇所の復旧状況につい
て、現地を見ながら質問等の応答
を行いました。
関東財務局の担当者からは「治
山事業による森林の復旧過程が理
解できた」
、
「急峻な現場での工事
施工に感心した」などの感想が述
べられ、治山事業の重要性につい
て理解を深めていただきました。

歩道を散策する参加者

第 189 号

〈各地からのたより〉
令和元年 12 月

箒沢（小膳沢）復旧治山工事

三十一日は「まちなか案内人」

協定関係者からは、
「植栽列で
実行したことはあるが、一定の距
離ごとに列間隔を決め、間伐実行
はしたことがない」
、
「低コストで
搬出可能である」
、
「自社のハーベ
スタは、現場でどのように活用さ
れているのか」
、
「伐倒木は、どの
ように搬出したか」といった感想
や質問が出されました。
次に民有林での作業路の作設現
場では、請負者の飛騨高山森林組
合から現場で作設するに当たって
の注意点、今後の施業計画、路網
計画などが説明されました。
参加者からは、作業道作設にお
ける補助金制度活用方法、路網密
度の設定など、工事への関心の高
さが伺える意見も多く出されまし
た。
今回の研修会では、それぞれの
機関で森林整備を進める中で、技
術・情報交換ができました。
今後も、民国連携による研修会
等を通じて情報交換を行うことに
より、効率的・効果的な林業技術
の向上と情報発信に努めていきた
いと考えています。
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ＪＩＣＡミャンマー研修

の説明による諏訪大社及び諏訪湖
民国連携現地研修会の開催
環境保全の取組等の視察が行わ
れ 、 午 後 か ら は 諏 訪 市 内 に お い 【飛騨森林管理署】
た か や ま し しょうかわちょう いっ
て、両国の関係者が「ミャン
十月三十日、高山市 荘 川 町 一
しき
マー ・インレー湖に関する発表」
、 色地域おいて『高山市一色・山中
「諏訪湖保全再生に関する発表」
、 山地域共同施業団地』の関係機関
を対象に現地研修会を開催しまし
「諏訪湖上流域の森林管理に関す
る発表」や意見交換会を行いまし
た。
最初に一色国有林現場では、今
た。
年度実行している生産事業におい
れつじょう
て、列 状間伐実行箇所を視察し、
請負者の白鳥林工から事業実行し
た上での現場サイドから長所・短
所について説明されました。

国有林の列状間伐実行箇所の視察

～持続可能な自然資源管理及び
総合流域管理に係る研修～


【南信森林管理署】
ミャンマー内陸部のインレー湖
の環境悪化に伴う水質汚染等の改
善のため、諏訪湖で行われている
各種取組を生かす目的で、ミャン
マー天然資源環境保全省森林局の
高官、研究者ら六名が来日されま
した。
十月三十日、概要を説明後、林
内に入りニホンジカによる食害を
防ぐため、植栽木を一本ずつ「防
鹿ネット」で保護する管理手法
と、将来の御柱の候補木であるモ
ミの大きさに一同驚いた様子でし
た。

ミャンマーでも「国民、行政が
一体となった諏訪湖周辺での各種
取組事例を参考にインレー湖の環
境悪化に伴う水質改善に生かして
いきたい」と表明がありました。

自国の取組を発表するミャンマー高官

令和元年 12 月

〈各地からのたより〉
第 189 号

国有林の取組を説明している様子

恵那農高

枝打ち体験

【東濃森林管理署】
え な
十一月十三日、岐阜県立恵那農
業高等学校環境科学科の一年生
なかつがわし あ ぎ え な
三十五名が、中津川市阿木恵那国
有林で枝打ち作業の体験を行いま
した。
この取組は岐阜県の「清流の国
ぎふ森林・環境税」を活用して、
林業体験活動や自然体験活動など
を「緑と水の子供会議」として毎
年実施しています。

最初に、当署職員が枝打ちの目
的や作業の仕方及び安全上の注意
点について説明したのちに、五班
に分かれ、当署職員と県恵那農林
事務所職員の指導のもと枝打ち作
業を体験しました。
生徒たちには、足元の悪い急斜
面での枝打ち作業でしたが、真剣
に取り組んでいたため、無事に作
業を終了することできました。
今回体験をした生徒の中から、
将来、林業に関心を持ち、新しい
担い手が育つことを期待していま
す。
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枝打ち体験の様子

十八年目を迎えた

今年度からは漁業関係の先輩と
後輩が一つとなる意味合いも込め
て、漁協青年部と生徒が同じ班で
除伐作業を行いました。
作業後、参加者からは、
「もっ
と除伐したかった」
、
「山での作業
は初めてですが、木を伐るのは楽
しかった」などの声も聞かれまし
た。
当所ではこの活動を通じて、川
上と川下との関係強化や若者の森
林・林業への理解が広がることを
期待し、今後とも継続していきた
いと考えています。

職員からの安全上の説明の様子

漁民の森林づくり活動を開催

除伐作業の様子

【愛知森林管理事務所】
したらちょう だ ん ど
十月一日、設楽町段戸国有林に
おいて、漁民の森づくり活動を行
ないました。今年度で十八年目を
みかわ
迎えるこの活動は、三河湾の漁業
者によるもので、川上の森林を守
り育てることは、その森林からの
とよかわ
やはぎがわ
栄養分が豊川、矢作川を流れ、
みかわ
三河湾へと注ぎこみ、海藻や魚介
類の生育を促進することにつなが
るということから始められたもの
です。昨年は台風等の影響で中止
となりましたが、今年度は秋晴れ
がまごおり
の下、蒲郡漁業協同組合青年部、
み や
三谷水産高校の生徒ら、七十四名
が活動に参加しました。
作業終了後の記念撮影
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「森・ふれあいフェスタ
２０１９」を開催

秋の付知の自然を満喫
「つけちハツラツウォーキング」

【東濃森林管理署】
十月二十六日、ＮＰＯつけちス
つけち
ポーツクラブ、付知スポーツレク
リエーション祭実行委員会主催、
当署の後援で、
「令和元年 つけち
か し も
ハツラツウォーキング」が加子母
うら き そ
裏木曽国有林で開催され、約三十
名が参加しました。ウォーキング
では、付知町の付知Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンターをマイクロバスで出発し、
どあい
きそごえとうげ
渡合温泉から木曽越峠まで約四㌔
㍍の初心者向けコースと、約六㌔
㍍の健脚向けコースにそれぞれ別
れて行われました。

ウォーキング後の記念撮影

木曽越峠は今から約九〇〇年前
き そ よしなか
み の
に、木曽義仲が木曽から美濃へ越
えたという伝説に由来し、江戸期
寛政年間（一七八九年頃）から、
おんたけ
おんたけこう
御嶽登山道として、御嶽講の行者
や信者らによって利用されてきた
といわれています。
秋晴れに恵まれた紅葉の中での
おんたけさん
こひでやま
いでの
散策は、御嶽山や小秀山、井出
こうじやま
小路山も遠望することができ、参
加者の皆さんは、秋の自然を満喫
されていました。
今後も、レクリエーションの森
の活用を通じて、地域の活動の支
援を行っていくこととしていま
す。
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【木曽森林ふれあい推進センター】
十月二十五日、二十六日の二日
きたあづみ
まつかわ
間、昨年度と同じく北安曇郡松川
村内の「リンリンパーク」におい
て、一般市民の皆さんに、国民参
加の森林づくりへの理解や森林環
境教育の重要性をＰＲすることを
目的に「森林ボランティア ・Ｎ
ＰＯ連携推進会議」が、ボラン
ティア団体代表による実行委員会
の主催、中部森林管理局の後援
で、開催されました。
一日目には、園内の野外ステー
ジで、ワークショップ等で初対面
の人同士が出会う時、その緊張を
ほぐすための手法の一つ、アイス
ブレイクを参加者全員で実践し見
識を広めました。
ヒノキのカンナくず
プ－ルで楽しむ子供達

ミニイス作りを楽しむ参加者達

二日目は松川村役場に隣接した
リンリンパークで「森・ふれあい
フェスタ」が開催されました。
当日は松川村の「村制百三〇周
年」のイベント行事も開催されて
おり、ミニイス作りや木工細工な
どの八個のブースを併設し、訪れ
た一般市民約二九〇名の方々は、
様々な体験を楽しんでいました。
多くの親子連れの方々からは、
「楽しかった」、「うまく作れた」
といった声が聞かれました。
また、参加したボランティア団
体の皆さんにとっても、二日間を
通して充実した連携・交流の場と
なりました。

ウォーキングを楽しむ参加者達

令和元年 12 月
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