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よしむら

ひろし

森林・林業を取り巻く課題は多々

あります。

とりわけ、深刻化する人手不足へ

の対応が急務です。

中部の国有林の管理や木材の供給

に当たっては、科学的知見やＩＣＴ

で必要な水準を満たすための様々な

洋

財産である国有林について、公益的

取組を実証し、普及してまいりたい

村

公益的機能を高度に発揮させるとともに、
林業の成長産業化のため、
国産材の需要拡大と需要者のニーズに応えた安定供給に努めます

中部森林管理局長

機能を高度に発揮させるための管理

と考えています。

を積極的に活用し、より少ない人数
また、林道の被災に伴い木材の供

経営とともに、関係の皆様と連携し

めているところです。
給にも影響が生じているところです

て国産材の需要拡大と安定供給に努

令和二年 年頭のご挨拶
令和初の新春を迎えるに当たり、

が、早期再開や生産箇所の振替等に

めてまいります。

治期には各地で地表が露出した山々

的に森林が利用され、その結果、明

我が国では、有史以来、半ば収奪

謹んで年頭の御挨拶を申し上げます。

より、極力市場への影響を軽減して

ながのけん

この一環として、当局の誇るブラ

ンド材である信州プレミアムカラマ

戦後、「荒れた国土に緑の晴れ着

まいります。

昨年、長野県では台風十九号の豪
ちくまがわ

このような自然の猛威を目の当た

ツ、○
高○
国木曽 ひのき・東濃ひのき、

を」をはじめとする国土緑化運動の

雨により、千曲川流域で大規模な洪

水が発生し、多くの尊い命が失われ

りにし、森林の国土保全機能の維

段戸ＳＡＮなどについても様々な

スローガンの下、先人の営々とした

がみられていました。

たほか、多数の家屋、農地、森林及

持・向上が極めて重要であることを

ニーズに応じたきめ細かな供給に努

だんと

さ

ん

か、水源の涵養、生物多様性の保全、

て長野県の国有林からカラマツを供

特に昨年は、大嘗宮の造営に向け

世代に継承していくため、各県、市

先人から受け継いだ緑の恩恵を次

的にはかつてなく充実しています。

植林のおかげで、我が国の森林は量

ここに改めて犠牲となられた方々

レクリエーションの場の提供など、

給させていただいたことは、国産材

町村、関係団体の皆様と連携しなが

めます。

とうのう

びきのこ生産施設等が甚大な被害を

一層強く認識したところです。

まるこうまるこくきそ

受け、被災者の方々は大きな困難に

また、森林には、国土の保全のほ

のご冥福をお祈りするとともに、被

私たちの安全で豊かな生活のために

全体の信頼向上にもお役に立ったの

ら取り組んでまいります。

直面しておられるところです。

災者の皆様に心からお見舞いを申し

欠くことのできない公益的機能を有

ではないかと考えているところです。

かんよう

上げます。

しています。

しながらヘリコプター等により被害

台風通過後速やかに長野県とも連携

的な住環境等の形成や地球温暖化の

は、その利用を通じて、快適で健康

さらに、森林の恵みである木材

地域の振興や林業の成長産業化のお

林が培ったノウハウの普及を通じて、

今後とも、これらの取組や、国有

げるとともに、本年も「中部の森林」

ご健康、ご多幸を心から祈念申し上

最後になりますが、読者の皆様の

中部森林管理局におきましても、

状況を把握し、確認された国有林内

をご愛読いただくようお願い申し上

げます。

手伝いをしてまいりたいと考えてい
ます。

防止にも貢献するものです。
中部森林管理局では、国民共通の

の山腹崩壊地や林道の被災箇所につ

いては、早急に復旧すべく対応を進
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内容が取り入れられるよう働きか
国有林の地域別の森林計画等
けてもらいたい」
、
「森林の価値を
 検討会委員現地視察を開催
どのように測っていくのか、森林
の 価 値 を ど う 上 げ て い く の か 、 【企画調整課・計画課】
もっと考えていく必要がある」、
十一月二十七日、飛騨森林管理
みや しょうかわ
「今回のモニターに参加できて大
署管内の宮・庄川森林計画区（岐
ひ だ し
たかやま し
しらかわむら
阜県：飛騨市、高山市、白川村）
変良かった」など様々な意見とと
において、令和元年度の森林計画
もに、森林経営管理制度や森林環
について審議を行う学識経験者等
境譲与税に関する質問等がありま
有識者で構成される検討会委員八
した。
名により、森林共同施業団地
モニターの皆様の様々な視点か
いっしき ち ゅ う か ん ど ば
、造林事業の低コ
らの貴重なご意見、ご提案に感謝 （一色中間土場）
やまなかやま
スト化（山中山国有林）
、パルプ
するとともに、いただいた内容に
材の流通拠点（システム販売協定
ついては、今後の国有林野の管理
相手方土場）の三箇所を視察しま
経営に活かしてまいります。
した。

造林事業の低コスト化箇所の視察の様子

各委員からは、それぞれの専門
的見地に基づき「民有林・国有林
の連携により効率的な森林施業や
木材の流通が行える取組を進めて
ほしい」
、
「今後、造林地が増加す
ると野ねずみが増え、苗木の食害
が増加する可能性がある」などの
意見がありました。

本年度策定、変更を行う地域管
理経営計画及び国有林野施業実施
計画については、公告縦覧、関係
機関への意見照会、年度末の森林
計画検討会での審議を経て、三月
末に公表することを予定していま
す。

森林計画の詳細につきましては、
ＱＲコードを読み込んでください。

パルプ材の流通拠点の視察の様子
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国有林モニター会議を開催

【企画調整課】
十二月十九日、中部森林管理局
（長野市）において、二年間の任
期の締めくくりとなる国有林モニ
ター会議を開催し、十六名のモニ
ターの皆様に参加いただきまし
た。
会議では、冒頭、総務企画部長
から二年間のモニター活動に対す
る謝辞を述べたうえで、モニター
の皆様一人ひとりから、国有林の
現地視察への参加や、中部森林管
理局からの様々な情報提供、アン
ケートなど二年間の活動を通して
のご意見やご提案をいただきまし
た。
モニターの皆様からは、
「国有
林は木を伐るだけでなく国土の保
全や地球温暖化対策など様々な業
務に携わっていることに感心し
た」
、
「豊かな森林をしっかり守っ
ていってほしい」
、
「もっと情報発
信を上手に行い、教育や観光とも
連携して国有林をＰＲしていくべ
き」
、
「学校教育にも森林・林業の
国有林モニター会議の様子
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鋼製枠谷止（海ノ溝谷区域）を視察

地元の方からは、
「どのように
して資材・機材を運んだのか」、
「高低差はどれくらいあるのか」
、
「透明度の高い板取川を楽しみに
して訪れる観光客が多いことか
ら、濁水対策には万全を期して貰
いたい」といった質問や要望が
あったほか、一九五九年九月に襲
い せ わ ん
来した伊勢湾台風により、大規模
な山腹崩壊が発生した当時の濁水
等の被害状況を聞くことができま
した。
今後も地域住民の方々に治山事
業をご理解いただくため現場説明
会等を通じて、情報発信を行って
いきます。
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ワラＢ材五㍍×四十四～五十八㌢
民有林直轄治山事業現場の
㍍が四百六十万円と、天然林材、
住民説明会を開催

人工林材問わず高値で落札され、
初市の販売額は約一億一千万円と 【岐阜森林管理署】
せ き し いたどり
十一月十四日、関市板取の「板
なりました。
昨今、暗いニュースも多い中、 取川地区民有林直轄治山事業地」
買い方も多く集まり、年初めにふ
で、地元住民への現場説明会を開
おお つ げ たに
さわしい盛況な市売となりまし
催し、関係者が大ツゲ 谷 区域と
うのみぞたに
海ノ溝谷区域の今年度の工事現場
た。
を視察しました。
今後も天然木曽ヒノキのみなら
ず「国有林材」の魅力を広め、国
産材の供給向上と需要拡大に努め
てまいります。

大ツゲ谷区域では、施工する
さんぷくこう
けいかんこう
山腹工と渓間工について、海ノ溝
こうせいわくたにどめ
谷区域では、鋼製枠谷止の施工現
場で工事の概要や作業工程の説明
を行いました。

施工七年目の「大ツゲ谷復旧治山工事」現場の様子

「新年初市」

【木曽森林管理署】
な が の け ん き そ ぐ ん あげまつまち
一月八日、長野県木曽郡上松町
き そ か ん ざ い いちうり
の木曽官材市売協同組合本部にお
ど ば
いて、
「国有林土場等活用委託販
ど ば か つ
売（以下「土場活」という。
） 令
和元年度 初市」が開催されまし
た。
土場活は年に十三回開催し、天
然木曽ヒノキをはじめとし、天然
サワラ、高齢級人工林ヒノキのブ
まるこうまるこくきそ
高○
国木曽ひのき等の
ランドである○
販売を行っています。
木曽森林管理署では、毎年一月
の初市に向け特別に選別した優良
とくべつせんぼくはい
材を「特別選木椪」として出品し
はちはい
ており、今回は天然林八椪・人工
きゅうはい
林九椪の合計十八件（約六十立方
㍍）と通常の材と合わせ約
二千五百立方㍍を出品しました。
その中でも天然木曽ヒノキ四等
材五㍍×七十四㌢㍍が一本、
四百二十万円、同じく四等材五㍍
×五十六㌢㍍が百六十万円、
高○
国
○
もとだま
こく いんざい
木曽ひのき元玉の極 印 材 四㍍×
三十八㌢㍍が四万五千円、天然サ
天然木曽ヒノキ4等材（5m×74cm）420万円/本
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間伐体験で
伐採の大変さを体感！


伐採木は直径十㌢㍍ほどでした
が、木にのこぎりが挟まれつつ、
悪戦苦闘した作業後には、受講生
からは「水平に切るのがとても難
しい」
、
「どうしても斜めになって
しまう」
、
「受け口の斜めに切ると
ころがとても大変だった」という
感想が聞かれるとともに、自分で
切った受け口の切れ端や、伐採し
た後の木を円盤型にして、お土産
に持ち帰っていました。
今回の体験が、受講生にとって
林業への興味や森林整備の大切さ
を知るきっかけになればと思いま
す。
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最終日には、各班とも三日間の
演習の成果を基に創意工夫を凝ら
した発表と、活発なディスカッ
ションが行われました。
受講生が今回の研修を通じて学
んだことを、地域の関係者との合
意形成などに発揮していただける
よう今後の活躍を期待します。
注１「ＩＣＴ」コンピュータやイン
ターネット技術の総称、特に公共
サービスの分野において使われる
用語
注２「
 ＱＧＩＳ」地理情報システム
の閲覧、編集、分析機能を有する
ソフト

【中信森林管理署】
十一月十日、松本大学生活環境
ば ら お
論の受講生三十名が、馬羅尾国有
林内の三十四年生ヒノキ人工林で
間伐作業を体験しました。
参加者は、職員から、間伐が木
材生産だけでなく環境保全のため
にも必要であることや、安全に伐
採するための注意事項等の説明を
受けた後、六人ずつの班に分かれ
き
て、伐り始める前に全員で伐倒方
向を考え、一人一本を目標に水平
に切れているかなどを互いに確認
しながら、班全員で協力して作業
を行いました。

伐採した木で円盤作り

林業成長産業化構想技術者
育
 成研修（中部ブロック研修）

【森林技術・支援センター】
十一月十二日から十五日までの
四日間、林業成長産業化構想技術
げ ろ
者育成研修が、岐阜県下呂市民会
ひちそう
館並びに七宗国有林において、長
野県他六県から十名の受講生が参
加して開催されました。
注１
この研修では、
「ＩＣＴ機器等」
を活用し、千㌶程度の森林につい
て現況や地形の把握を行い、十年
間に実施する主伐や間伐の事業を
路網開設と合わせて検討すること
注２
を目標として、一日目は、ＱＧＩ
Ｓにより森林計画図等を表示して
演習地の現況を把握し路網の線形
を描き、二日目は七宗国有林にお
いて、岐阜県立森林文化アカデ
よ こ い しゅういち
ミーの橫井 秀 一 教授から、高齢
級林分と若齢級林分の二箇所で講
義を受け、それぞれの「森づく
り」について科学的知見にたって
班ごとに検討・発表を行い、三日
目は現地実習の結果を踏まえ、林
業成長産業化に資する地域構想の
作成を行いました。
森づくり実習の様子
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受け口の斜め切りに奮闘中

中津川IC

〇上松産「えごま」

ご へ い も ち

「えごま」は、木曽地域で昔から各家で
栽培され、収穫の秋には新米と「えごま」
で五平餅を作って食べるのが楽しみでした。
また、農業の機械化に伴い、栽培する農
家も減少したことから、上松町では十七
年ほど前から町の特産にしようと、「上
松町特産品開発センター」が中心となり、
栽培を進めており、最近の健康志向から、
生搾りの「 えごま油」 は、人気商品と
なっています。
「えごま」はシソ科の一年草の植物で、縄
文時代の遺跡から種子が発見されている
日本古来の植物だそうです。シソ科という
だけあって葉も花も実も、見た目はシソに
そっくりで、鳥獣被害もなく山間地で育
ちやすい植物です。 作付けが増えたこと
で遊休農地の解消にも貢献しています。
収 穫して実 を きれいにする作 業は大
変ですが、地域では、これからも上松産
「えごま」を作り続けたいとのことです。
森 林 浴 発 祥の地 と黄 金 色の「 えごま
油」 を求めて、是非一度訪れてみてはいか
がでしょうか。
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あかさわ

赤沢自然休養林

あげまつまち

大桑駅

IC

IC

★
赤沢自然
休養林

中央自動車
道

えごま油を使用した人気商品

林浴を学び実践したいとのニーズ
が高まっています。
長野県上松町には赤沢自然休養
林の森林浴について、世界各地か
らお問い合わせや取材依頼が寄せ
られるようになりました。健康は
世界共通のマーケットであり、爽
やかな天然ヒノキの香りを楽しめ
る赤沢が「森林浴発祥の地」とし
て、これからも多様なニーズに応
えるべく取り組んでいきます。

上松駅

二十一世紀に入って間もなく、
森林浴から医学的エビデンスを得
た「森林セラピー」が提唱されま
した。赤沢自然休養林も第一期森
林セラピー基地に認定され、現在
でも生理実験調査が続けられてい
ます。
この森林浴・森林セラピーで
は、ストレスの軽減やリラックス
効果、免疫機能の向上などが認め
られていますが、二〇一八年初
し ん り ん
よ く
夏、世界各地で「 S hinrin-y oku
」
という解説本が出版されるに至
り、一気に話題となりました。特
に皆保険制度が整備されておらず
医療費が高額なアメリカなどをは
じめ、予防医療に熱心な国々で森

伊那IC

◆所在地：長野県木曽郡上松町小川入国有林
◆アクセス
【公共交通機関】
中央線上松駅から路線バスまたはタクシー
利用約三十分
【自動車】
中央自動車道中津川 から国道十九号経由約
九十分
中央自動車道伊那 から国道十九号経由約
八十分
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木曽森林管理署

信州木曽・上松町が誇る赤沢自
然休養林と健康に関連した話題を
ご紹介します。
しんりんよく
「森林浴」は、一九八二年に林
野庁が提唱し、その年の秋に赤沢
自然休養林で我が国で初めての森
林浴大会が開催されたことから、
赤沢は森林浴発祥の地として親し
まれてきました。

森林セラピー体験の様子
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