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と、一部の保護林の近隣で外来植
物の侵入がみられたこと等の報告
がありました。
委員からは、本年度の調査箇所
では、深刻といえる程の獣害及び
外来植物による被害がみられる保
護林等はないが、引き続きモニタ
リングを行い、状況を把握するこ
とが必要との意見等がありまし
た。
今後とも、保護林管理委員会で
のアドバイスを受けながら、国有
林内の森林生態系や希少な野生生
物について、将来にわたって適切
に保護・管理を行って参ります。

イノシシによる掘り返し跡

森林総合監理士による
先進地視察を開催


【技術普及課】
二月十八日～十九日、中部森林
か ん り し
管理局管内の森林総合監理士八名
による先進地視察を開催しまし
た。
この視察は、森林総合監理士と
しての礎である技術力、構想力、
合意形成力を十分に発揮するため
の知見を深めることを目的とした
ものです。
ぐんまけんかんらぐん し も に た ま ち
初日は、群馬県甘楽郡下仁田町
こ い ど
の小井土製材株式会社で、地域材
ツーバイフォー
を利用した２×４材等の様々な製
材製品を作る様子を視察しまし
た。社長からは、製材製品を多様
化することで、売り先を多くし、
それによってリスク軽減を図って
いることなどについて詳しくお話
をいただきました。
と ね ぐ ん かわばむら
その後、利根郡川場村で「川場
村グリーンバリュープログラム」
の森林コンビナート構想について
の説明を伺い、また、翌日は現地
を視察しました。参加者からは、
「過疎化が進む農山村における活

性化モデルとしてとても参考に
なった」という感想がありまし
た。
最後に、関東森林管理局におい
て、森林共同施業団地の取組につ
いての説明を受けて両局の森林総
合監理士による意見交換会を行
い、中部局とは違う民国連携活動
や人材育成について貴重な知見を
得ることが出来ました。
今後も先進事例地等の視察を通
じ森林総合監理士のスキルアップ
に努めてまいります。
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保護林管理委員会を開催

【計画課】
二月十八日、中部森林管理局大
会議室において「令和元年度第二
回保護林管理委員会」を開催し、
ち く ま がわ
ながら
本年度実施した千曲川下流・長良
がわ
はくさん
川森林計画区内の保護林と白山山
かいろう
系緑の回廊のモニタリング調査結
果、来年度予定しているモニタリ
ング調査箇所等の検討を行いまし
た。

①森林詳細調査（プロット2）

モニタリング調査では、保護林
や緑の回廊内において、ニホンジ
カによる顕著な被害はないもの
の、生息域の拡大がみられるこ

小井土製材社長から２×４材の説明を聞く様子
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〈本局のトピックス〉
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保護林管理委員会の様子

おけるカラマツの川上から川下ま
での取組」と題し基調講演が行わ
れました。続いて、長野県内でカ
ラマツ材の利用開発に関わる三名
の方から取組の報告が行われ、そ
の後、発表者五名をパネリストと
して、会場からの質疑を受ける形
で、今後のカラマツ林業の展開に
ついて議論が進められました。

シンポジウムの詳細は、長野県
林業総合センターのウェブサイト
「技術情報」で紹介されています
ので、ＱＲコードを読
み込んでください。

ん、東京都、建築設計）」や学生
「ブランド材を用いた新空間
の部で奨励賞を受賞した、長野県
き そ せいほう
デザインコンペ」 受賞作品
木曽青峰高校生の受賞作品のパー

展示会の開催
スも展示しました。

【資源活用課】
展示会は、木材利用のＰＲにと
二月二十四日から三月一日まで
ともに、
「りんごのひろば」は優
の七日間、ＪＲ長野駅「ＭＩＤＯ
しい木の香りに包まれ、ひととき
ＲＩ長野りんごのひろば」におい
の癒やしの空間となりました。
て、
「ブランド材を用いた新空間
デザインコンペ受賞作品展示会」
を開催しました。
展示会は、長野県産ブランド材
まるこうまるこく
の知名度向上と普及のため、
「○
高○
国
木曽ひのき」
、
「信州プレミアムカ
ラマツ」を使用して新空間を演出
するパーティションや内装などの
デザインを募集し、受賞した作品
の中から実際に製作した作品等を
展示したもので、期間中は子供か
ら大人まで多くの方に会場に足を
運んでいただきました。
会場には、実製作した「かさね
あ り ま ゆき
（学生の部優秀賞、有馬 幸さん、
長 野 県 、 上 松 技 術 専 門 校 ）」 と
「風やわら木（社会人の部部門賞、
く ぼ れいこ
久保礼子さん、長野県、公務
員）」の二点のほか、グランプリ
かけ とこ
あ だ ち ゆき とし
を受賞した「掛床（足立 幸 寿さ
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カラマツ林業等研究会設立
四十周年記念シンポジウムの開催

【技術普及課】
しおじりし
一月八日、塩尻市のレザンホー
ルにおいて、カラマツ林業等研究
会の記念シンポジウムを開催しま
した。
研究会では、長野県及び長野県
しんしゅうだいがく
林業総合センター、信州大学農学
部、中部森林管理局が構成員とな
り、カラマツを中心とする長野県
の森林・林業の発展に向けた研究
発表会を毎年開催し、産・学・官
で進めてきた研究成果が報告さ
れ、中部森林管理局も発表を行っ
てきました。
設立四十年を迎えた今回は、木
と関わる交流の場を作ってきた
「木と文化の環境フォーラム」と
の共催で記念シンポジウムを行う
こととなり、県内各地から一八〇
名が参加しました。
シンポジウムでは最初に、カラ
マツ林の面積が日本一の北海道に
おいて、カラマツの有効利用を進
めている北海道林産試験場から二
名の研究者を迎えて、
「北海道に

新型コロナウイルス感染防止に配慮した
展示会の様子
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〈本局のトピックス〉
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パネルディスカッションの様子

ぎふじょう

蘇る岐阜城
～岐阜城跡発掘調査から～

昨年十月末から本年一月にかけ
て天守閣跡外二カ所、約一、
四一〇
平方㍍で調査が行われ、天守閣の
お だ のぶなが
西側で織田信長期の石垣が確認さ
れました。
今回の発見は、天守台石垣が明
治四十三年の天守建設の際、積み
直されたため、現存していないと
思われていたもので、大変貴重な
発見といわれています。
このほか、二ノ門周辺でも信長
期の石垣が確認されるなど、岐阜
城の構造解明に繋がる新たな発見
がされました。
岐阜市では、これからも発掘作
業を進め、信長公の城造りの解明
に取り組むとのことです。
か み い な

もりもり上伊那 山の感謝祭

【南信森林管理署】
い な し
一月三十日、伊那市の「いなっ
せ」において、上伊那地域振興局
等が主催する、
「もりもり上伊那
山の感謝祭」が開催されました。
南信森林管理署からはパネルや
パンフレットを展示し、多くの方
が立ち寄ってくれました。

南信森林管理署パネル展示等の様子

講演会では、秋田県立大学木材
はやし ともゆき
高度加工研究所 林 知 行所長が、
「目からうろこの木材科学」と題
して、木に関する一般的に信じら
れているウソや常識について解
説、木を伐って使うことの効果や
木材のすごさ・限界・使い方など

について幅広い話をされました。
木の一番の魅力は、炭素を長期
間固定することで、伐ってまた植
えれば永遠に再生産可能であると
いうところです。
「人の体は十八㌫が炭素であり、
人が亡くなり火葬されると空気中
に炭素となって飛んでいくため、
空気中のどこかに自分の祖先が
漂っているかもしれない」と話さ
れたのが印象的でした。

木も人間も同じ地球上の生命体
であり、地球上で起こる様々な出
来事は必ずどこかで繋がっていて
決して他人事ではないと、改めて
認識させられた講演会でした。
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【岐阜森林管理署】
きんかざん
金華山国有林山頂に建つ岐阜城
は、鎌倉時代以来の歴史を持つ山
じょうかく
城ですが、本格的な城郭は戦国時
さいとう どうさん
代の斎藤道三の時期に整備され、
せきがはら
慶長五年（一六〇〇年）関ヶ原の
戦いの前哨戦で落城し廃城になり
ました。明治四十三年に日本初の
木造天守として再建されたもの
の、昭和十八年、失火により焼失
し、現在の天守は昭和三十一年に
戦後復興のシンボルとして再建さ
れたものです。
ぎ ふ し
岐阜市では昭和五十九年から戦
さん じょうぶ じょうせき
国時代当時の山 上 部 城 跡 や山麓
じょうしゅ き ょ か ん
の城主居館跡の発掘調査が進めら
れています。

今回発見された信長期に
積まれたとされる石垣

林所長の講演会の様子
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〈各地からのたより〉
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発掘調査の作業の様子

この歩道を管理する美濃市から
若手職員へＯＪＴを実施
は 、「 手 入 れ を し て も 次 々 と 雑
 ～簡易林分調査法の習得～
草・灌木が生い茂ってしまう。山
からの土砂、落葉により側溝がす 【木曽森林管理署】
二月十九日、若手職員及び森林
ぐに一杯になってしまう。特に、
官一年目の職員を対象に、次長を
近年の局地的な豪雨は、一晩で側
りんぶんちくせき
講師に林分蓄積等の把握手法につ
溝を埋めてしまうこともあり、そ
の対応に苦慮している」といった
いてＯＪＴ（職場内研修）を行い
課題があり、
「毎年実施していた
ました。
き そだに
だいているこうした整備活動は大
木曽谷森林計画区は令和二年度
変ありがたい」との話がありまし
に予備編成を迎えることから、署
た。
を挙げた取組を行ったものです。
このような継続した地域への社
はじめに、座学では、属地的な
会貢献活動は、地元からの期待も
計画である施業実施計画の制度的
大きいことから、有意義な取組と
位置づけに始まり、機能類型や施
して今後も継続していただきたい
業群などの基礎知識、木曽谷計画
ものです。
区が置かれている特殊性などにつ
いて学びました。

次に現地で、伐採計画を立てる
際に重要なヘクタールあたり蓄積
を簡易的に調査する演習と、プ
ロット内の毎木調査を初めは慣れ
ない手つきで、
「簡易測定版」や
市販の「おみとおし」などを使用
していました。一方で、樹高の測
定には最後まで苦労する姿が見ら
れました。

測樹結果は持ち帰り、データ集
計して制度の良否について検討を
行った結果、多少の差異は見られ
ましたが、受講生には今回の演習
を踏まえ、今後各地で木曽谷計画
区樹立に向けて林分状況調査を進
めていただきます。
当署では、来年度も現地での演
習を多く取り入れ、若手職員の林
業技術者としての技術向上に努め
たいと考えています。

立木を測定する様子
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継続は力なり

遊歩道の落葉清掃、草刈りの様子

 ～「林業土木協会岐阜支部」
ボランティア活動～

【岐阜森林管理署】
み の し
こじょうざん
十二月七日、美濃市の古城山国
な ご や
有林において名古屋林業土木協会
岐阜支部による登山道整備が行わ
れました。
同協会では平成二十年からこの
活動を毎年この時期に行っており
十年以上継続実施しています。
古城山国有林は、美濃市の運動
公園に隣接し、この運動公園を発
着地とした登山道（遊歩道）が整
備されているため、年間を通じて
登山者や体力作りに励む地域住民
の多くの方々に利用されていま
す。

名古屋林業土木協会岐阜支部の皆さん
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〈各地からのたより〉
令和２年３月

現地での演習前の説明の様子

いびがわちょう か み が れ

■揖斐川町上ヶ流地区
岐阜県揖斐川町上ヶ流地区は、
あしうちだに
岐阜森林管理署が管理する足打谷
かしわらだに
国有林と樫原谷国有林の間に挟ま
れた山あいの小さな集落です。
海抜三〇〇㍍の高地に位置し、
寒暖の差が激しく霧が多い地域の
かみがれちゃ
ため「上ヶ流茶」の生産地として
知られています。四方を山に囲ま
れ「天空の遊歩道」が整備されて
おり、標高四四〇㍍の絶景スポッ
トから眼下に広がる鮮やかな一面
の茶畑はまさに一枚の絵画のよう
です。

同時に後世にも残したい。そんな
想いがわき起こるこの場所へ、皆
さんもどうぞ足を運んでみてくだ
さい。
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との、地
元の方々
の熱い思
いが至る
ところに
込められ
ています。
いけだやま

揖斐川

国道４１７号線

池野駅

近鉄養老線

道の駅「池田温泉」から車で約二十五分

◆アクセス【自動車】
○上ヶ流地区
（岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合）
養老鉄道揖斐駅から車で約二十分
○池田山（岐阜県揖斐郡池田町）

池田山から望む濃尾平野

県道53号
岐阜関ヶ原戦

岐阜森林管理署

岐阜のマチュピチュと呼ばれる
上ヶ流地区の茶畑

手作り散策マップ

■池田山
池田山（九二四㍍）は池田温泉
い び ぐ ん いけだちょう
（揖斐郡池田町）から通じる道路
で頂上付近の「池田の森公園」ま
で登ることができます。山頂一帯
は民有林ですが、山復を支える山
裾は足打谷国有林で流域では林地
の崩壊を防ぐ治山工事を行ってい
ます。
ここからの眺めは、視界を遮る
のうびへいや
ものが全くなく濃尾平野の大パノ
ラマビューが広がります。
また、ここは知る人ぞ知るスカ
イスポーツのメッカで、頂上付近
にはパラグライダー＆ハンググラ
イダーの発進基地があり、天気と
風向きの良い休日には、色とりど
りの鳥人がふわりと空中散歩をし
ている様子が見られます。
美しい日本の原風景に感動し、

池田山
★

地
ご当
自慢

岐阜のマチュピチュ
「天空の茶畑」と「池田山」

84

マチュピチュはペルーにある古
代インカ帝国の遺跡で、
「天空の
城ラピュタ」のモデル地としても
有名です。
そんな雲海に浮かんだ幻想的な
絶景が望める「日本のマチュピ
チュ」と呼ばれる名所は、岡山県
た け だ じょうせき
えちぜん
の竹田城跡や福井県の越前
おおのじょう
大野城などが有名ですが、今、ひ
そかに注目を集めているマチュピ
チュは岐阜県にもあります。

絶景スポットまでの遊歩道は地
元の方々のボランティアで整備さ
れました。周辺にはコンビニはも
ちろん自販機もありませんが、住
民手作りの案内板や散策マップ、
簡易トイレが設置されており、多
くの人に足を運んでもらいたい！

県道32号
春日揖斐川線

揖斐駅

上ヶ流地区
★

手作り看板で来訪者を案内

令和２年３月
第 192 号

