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他方、国民の皆様からお預
かりしている国有林野におい
て、災害の防止等の公益的機
能の発揮や木材の安定供給の
ための事業を進めていく必要

ルス感染症の予防と拡大防止
に向けて、強い危機感を持っ
て全力で取り組んでまいりま
す。
具体的には、
「三つの密」を
徹底的に回避することを主軸
に、時差出勤の積極的導入、
不要不急の外出自粛、出張・
会議・イベントの中止・延期・
大幅縮小、日常業務における
電 話 ・メ ー ル 等 で の 報 告 ・ 説
明、手洗い・消毒の励行、室
内換気、ドアの開放等に取り
組んでいます。
そして、今後の状況変化に
よっては、大規模な在宅勤務
を実施することも検討してい
るところです。

よしむら

村

ひろし

洋

さて、こうした厳しい状況
にあるからこそ、危機克服後
の森林・林業・木材産業の姿
を希望を持って構想し、準備
を進めておくことが重要だと
考えています。
人類はこれまで幾度となく
感染症を克服し、その後に大
きな発展を遂げてきました。

があります。
また、経済活動が大きく停
滞する中、雇用の下支えの面
からもこれら事業の役割は重
要であり、計画的に事業の発
注を行うことが求められてい
ます。
このため、中部森林管理局
といたしましては、どのよう
な状況であっても、感染症対
策を徹底しつつ、事業の円滑
な実施を最優先に行う体制に
シフトし、業務を継続してま
いります。

中部森林管理局長

危機の克服に向けて

ふ

はじめに、新型コロナウイ
ルス感染症に罹患された皆様
に心よりお見舞い申し上げま
すとともに、一日も早いご回
復をお祈りいたします。
令和二年度のスタートから
間もない四月七日、七都府県
を対象に政府の緊急事態宣言
が発出されました。
この原稿を執筆している四
月十日現在、中部森林管理局
管内の富山、長野、岐阜及び
愛知の四県は政府の緊急事態
宣言の対象となってはいませ
んが、岐阜、愛知の二県では
独自の非常（緊急）事態宣言
が発出されたほか、富山、長
野の二県においても強い危機
感が示されています。

こうした中、中部森林管理
局といたしましては、国の機
関として、また、地域社会の
一員として、新型コロナウイ

例えば、十四世紀の欧州に
凄惨な被害をもたらしたペス
トは、封建的身分制度の崩壊
と教会の権威の失墜を経た主
権国家の成立につながり、
十九～二十世紀に日本も含め
たアジア、中東、アフリカに
まん延したコレラの後には、
水道などの公衆衛生が充実し
ました。

今回の危機についても、私
たち一人一人が真摯に取り組
むことにより、いずれ克服で
きる日が来るものと信じてお
ります。
そして、その時には、人類
の英知によって素晴らしい技
術やシステムが開花すること
でしょう。
森林・林業・木材産業も大
きく発展させなければなりま
せん。
こうした希望を持ちながら、
日々の取組を徹底してまいり
ます。
令和二年度も「中部の森林」
のご愛読をお願い申し上げ、
ご挨拶とさせていただきます。
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出すなど国有林の果たすべき
役割や期待は大きくなってい
ます。
このような情勢を踏まえな
がら、適切な国有林野の管理・
運営、また、地域の振興や林
業の成長産業化が進みますよ
う、地域の関係者の皆様から
ニーズや課題等についてお話
を伺いながら様々な課題・業
務に取り組んでまいりたいと
思いますので、よろしくお願
いいたします。
【略 歴】
出身地 長野県
昭和 年４月
長野局 造林課採用
平成 年４月
林野
 庁 経営課課長補佐（特用林産指
導班担当）
平成 年４月
中部局 南信森林管理署長
平成 年８月
北海道局 計画保全部調査官
平成 年４月
四国局 総務企画部長

しげき

畑

茂樹

はた

新幹部の紹介（４月１日）

けんじ

花村

健治

はなむら

計画保全部長

この度、四月一日付けで計
画保全部長を拝命しました畑
です。よろしくお願いします。
生まれ育ちは、管内の
あ い ち け ん とよ た し
愛知県豊田市です。大学進学
を機に地元を離れ、林野庁就
職後も転勤を重ねましたが、
出身地近くでの勤務はありま
せんでした。
だんど
私の高校の校歌は「段戸の
山にいる雲は…」で始まりま
す。何度となく歌ったもので
すが、実はこれまで段戸山を
訪れたことはありませんでし
た。段戸国有林を管轄する中
部森林管理局勤務を命ぜられ、
感慨深いものがあります。段
戸山を含め管内の国有林にで
きるだけ足を運び、国有林の
魅力を発信するとともに、国

有林がどのように皆様のお役
に立てるか考え、実践してい
きたいと思います。
現在、コロナウイルスが世
界中で猛威を振るっています。
ちくまがわ
昨年は、長野県の千曲川流域
で、台風十九号の豪雨による
甚大な洪水被害が発生しまし
た。改めて、自然の恐ろしさ
を思い知らされる一方で、
我々は人事を尽くさなければ
ならないと意を強くしている
ところです。森林の多面的な
機能が十全に発揮されるよう
取り組んでまいりたいと考え
ておりますので、皆様方のご
協力をお願い申し上げます。

【略 歴】
出身地 愛知県
平成２年４月
林野庁 厚生課採用
平成 年７月
環境
 省 関東地方環境事務所保全統括官
平成 年４月
林野
 庁 森林利用課森林吸収源情報管
理官
平成 年４月
林野
 庁 計画課海外林業協力室長
平成 年４月
林野
 庁 木材利用課木材貿易対策室長
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次長（名古屋事務所長）

この度、次長を拝命しまし
た花村です。
中部森林管理局には新規採
用から十三年間、また、平成
なんしん
二十七年から南信森林管理署
長としてお世話になり、その
後、北海道局、四国局を経て
三年八ヶ月ぶりの勤務となり
ます。若い頃の現場業務をは
じめとして、様々なことを学
ばせていただいた中部局に再
度勤務できることを大変嬉し
く思っています。
国有林を取り巻く情勢は、
昨今、森林環境贈与税の創設
や森林管理経営制度が始まり、
また、樹木採取権制度が動き
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お別れにあたって
退官ご挨拶
もりわき

かずまさ

前次長 森脇 和正

もありました。
そのような時期に、次長として
勤務でき、思い出深い一年でし
た。
最後に、中部森林管理局の益々
の発展と、職員の皆様へ感謝申し
上げ、お別れの言葉とさせていた
だきます。お世話になりました。
ありがとうございました。

お別れにあたって
ていくことが国有林の使命である
と改めて実感しました。レクリ
転勤ご挨拶
すずき
まさかつ
エーションの森では様々な形で地
前計画保全部長 鈴木 正勝

元に活用いただいていますが、例
年にない雪不足と、このたびの新
型コロナウイルス感染症の影響が
懸念されます。一日も早い終息を
願ってございます。
私的には、山登り、温泉、そし
てそばやワイン、地酒等信州の自
四月一日付けで、四国森林管理
然と食を満喫させていただきまし
局への異動となりました。二年
た。中部局勤務は初めてでした
八ヶ月の間、職員の方々、地域の
が、中部は歴史があり、自然も素
皆様、そして事業体等の皆様に大
晴らしく、今後も訪れたいと思っ
変お世話になりました。
ています。皆様のご健勝とご多幸
振り返りますと、平成三十年七
をご祈念申し上げます。ありがと
月豪雨や令和元年台風十九号等大
うございました。
変な自然災害に見舞われ
ました。皆様には災害調
査や復旧事業に迅速に対
応いただきました。ま
た、赤沢の木曽ヒノキ、
最古の人工林カラマツ、
乗鞍山麓五色ヶ原等、素
晴らしい森林に出会えま
した。先輩方が守り引き
継いでこられたこのよう
中央アルプス国定公園へ向けた現地視察（右、前鈴木計
な森林を次世代に継承し 画保全部長）
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雪を頂くアルプスの姿に感動し
てから早一年、退職することにな
りました。
令和元年度、中部局管内では、
大嘗宮造営のためのカラマツ丸太
の供給、ＣＳＦ（豚熱）の経口ワ
クチン散布や野生イノシシ捕獲、
台風十九号の大規模な水害と北信
森林管理署の床上浸水、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止への対応
など、次々と起こる課題に迅速な
対応が求められました。
また、森林経営管理法に基づく
新たな森林管理の開始、森林環境
譲与税の導入、国有林内での樹木
採取権を設定できる国有林野管理
経営法の改正と、今後の日本の森
林・林業にとって節目となる年で

名古屋・長野林政記者クラブ視察（右から上二人目、前森脇次長）
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るよう頑張りたいです。

く仕事に馴染めるよう頑張ります。

③九州にはない山々の雪に感動しまし
た。色んな事に新鮮さを感じながら早

②読書、音楽鑑賞、テニス

①熊本県水俣市

やひとを守っていきたいです。

③向上
 心と好奇心を持ち、新しい知識や
経験、技術の一つ一つを糧に森や動物

②弓道、料理

①愛知県西尾市

②旅行、バドミントン

（南信署）

②ヨガ ・旅行

①東京都台東区

かずひこ

②銭湯巡り、鉄道旅行

①長野県長野市

棚橋 和彦

（岐阜署）

つけていけるよう頑張ります。

②カラオケ、登山

①愛知県日進市

②バレーボール

①長野県上田市

②登山、旅行、水泳

③人と
 のつながりを大切にし、多くのこ
とを学んで地域に還元できるように頑
張ります。

③公務
 員としていち早く地域に貢献でき
るよう頑張ります。

①広島県広島市
②旅行、バスケットボール

③社会
 人として自覚を持ちながらも、楽
しく学び仕事に励んでいきたいです。

（東濃署）

③この
 仕事を通じ、地域に貢献できるよ
うになりたいです。少しでも早くお役

①静岡県浜松市
②ドラマ、映画鑑賞

よう頑張ります。

③多く
 の知識や技術を吸収し、少しでも
早く職場や地域の方々のお役に立てる

（岐阜署）

たつき

③森林
 ・林業の知識を深め、少しでも早
く仕事を覚え業務に生かしたいです。

（中部局）
（東信署）

③様々
 な業務を経験し、新しい環境に早
く慣れ、職場や地域の方々に貢献でき

（飛騨署）

（木曽署）

③一つ
 一つの業務に一生懸命取り組み、
職員として必要なスキルや経験を身に

①岐阜県瑞穂市

し ほ

ま い こ

しみず

ゆ い

に立てるよう日々努力いたします。

①神奈川県横浜市
②写真撮影、サッカー観戦

③職員
 としての自覚を胸に、勉強を重ね
て地域に貢献できるよう頑張ります。

みづき

新實 樹

（北信署）

（富山署）

（木曽署）

たなはし

ともや
いとう
り な

加藤 美月
かとう

けんご

まえだ

①愛知県名古屋市

川住 詩歩
かわずみ

志水 茉衣子

高橋 由衣
たかはし

とおる
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伊藤 智哉

内堀 梨菜
うちぼり

ちはる

安西 徹
あんざい

にいのみ

前田 賢吾

天木 智晴

あまき
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治山事業所）
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①静岡県静岡市
②水泳、映画鑑賞
③新し
 い土地で多くのことを学び、成長
するとともに仕事に貢献できるように
頑張ります。

畑沢復旧治山工事 中部森林管理局長賞

三ノ又沢林業専用道新設工事 中部森林管理局長賞

この工事は、資材の搬入に490ｍもの索道を用いる
ことから、毎週末に週間工程表を作成して進捗率を把
握し、工期を2箇月短縮させた山腹工事でした。

（東濃署）

（飛騨署）

（伊那谷総合

①三重県鈴鹿市
②音楽鑑賞、スキー
③初め
 てのことばかりで不安もあります
が、新しい知識をたくさん吸収して一
人前になれるよう頑張ります。

ルス感染症拡大防止の観点から、
ちさん
りんどう
令和２年度
令和元年度 治山・林道
伝達とさせていただきました。
新規採用研修（ＷＥＢ）の開催
工事コンクールについて

今後も、本コンクールの趣旨に
【総務課】
【治山課・森林整備課】
則り、関係者間で創意工夫等を行
四月七日～九日、新型コロナウ
治山・林道工事コンクールは、 い、優良な工事に努めていく考え
イルス感染拡大防止の観点から、 国有林野の公益的機能や事業実施
です。
今回は、ＷＥＢを使用した研修を
における施策効果を一層発現させ
開催しました。
ることに貢献した治山・林道工事
初めに、吉村局長より、入庁お
であって、民有林の模範としてふ
祝いの言葉（訓示に代えて）とし
さわしいものを表彰し、工事にお
て、国家公務員としての心構え、 ける計画、設計・施工の適正化及
林野庁の使命、そして、新型コロ
び技術の向上、並びに関係者の意
ナの危機に際して、
「行動は慎重
欲高揚に資することを目的に、実
に、構想は大胆に」といったお言
施しています。
葉がありました。
令和元年度については、平成三 
新規採用者の皆様、入庁おめで
十年度に実施した治山工事九十三
とうございます。今後のご活躍を
件、林道工事二十一件の中から林
期待しています。
野庁長官賞四件、中部森林管理局
長賞十六件の工事が受賞となりま
した。
また、林野庁長官賞を受賞した
工事の現場代理人等の技術者九名
の方が中部森林管理局長賞を受賞
されました。
なお、林野庁長官賞表彰式は二
月十九日、林野庁において行われ
ましたが、中部森林管理局長表彰
式は、残念ながら新型コロナウイ

林道工事部門

じゅん
なつみ
もりや
かずや

この工事では、地元高校生の職業体験実習を受入れ
たり、施工地付近にワナを設置してニホンジカを捕獲
するなど、社会貢献に努めていただきました。

治山工事部門

望月 遵

もちづき

守屋 捺美

両角 和也
もろずみ

①長野県松本市
②野球
③何事
 にも集中して取り組み、目の前の
業務を一つずつこなし、信頼される人
材になれるよう頑張ります。

WEB研修の様子（パソコン画面）

令和２年４月
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