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中部の森林

七つのいたずらを探せ！

9ページに目に掲載しているよ！
（中部森林管理局 保全課）
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令和２年度 インターンシップ（夏期）受入一覧表
受 入 署
就業体験期間
大 学 名
北信森林管理署

8/24〜8/28

筑波大学
中信森林管理署

7/13〜7/17

筑波大学
南信森林管理署

8/24〜8/28

信州大学（院)
南信森林管理署

8/24〜8/28

同志社大学
木曽森林管理署

8/4〜8/7

東京農工大学
8/4〜8/7

筑波大学
8/24〜8/28

筑波大学
東濃森林管理署

8/24〜8/28

名古屋大学
東濃森林管理署

8/24〜8/28

千葉大学（院）

昨年度の実習体験の様子

実習体験者の感想
○森林
 管理署の業務の幅広さを実
感した。
○実習
 前まで頭の中だけで理解し
ていたことを目で見て理解する
ことができた。
○様々
 な業務体験をし、林業関連
の仕事にさらに興味関心がわい
たので、これからもっと林業に
関する知識を身につけ就職活動
に取り組んでいきたい。
などの感想のほか、今後の就職
活動への取組の糧となったり、大
学の講義などで疑問に感じていた
ことが実習により理解できたりと
インターンシップの目的を実感さ
れていました。

熊対策のテープ巻き作業

令和二年度 中部森林管理局

 インターンシップ（夏期）が
はじまります

【総務課】
中部森林管理局では、学生が当
職場の実際の行政実務に接するこ
とにより、学生の学習意欲を喚起
し、高い職業意識を育成するとと
もに、国有林野事業及び林野行政
に対する理解を深めてもらうこと
を目的に毎年二回程度インターン
シップの受入れを行っています。
受入れの対象者は、大学（短期
大学含む）または、大学院の学生
のうち、学生が所属する大学から
推薦された学生となっています。
今回は、七月から八月にかけ
て、七署で十名の学生を受入れて
行います。
（受入れ状況は、表の
とおり）
各署においては、林野行政全般に
関する座学や現場での森林調査や
工事現場などの業務体験を通じて、
インターンシップ担当者の仕事に
対する熱意が、実習生に伝わり、
就職活動に結び付くことができるよ
うに期待しているところです。
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製品生産事業の見学

除伐作業

境界標の確認作業

木曽森林管理署

飛騨森林管理署

立木の大きさを計測

岐阜大学
8/24〜8/28
富山森林管理署

令和２年 7 月

〈本局のトピックス〉
第 196 号

当日は、二箇所のミズバショウ
群生地に柵を設置する作業に十五
名が参加し手慣れた作業で四百㍍
設置しました。こうした取組によ
り食害による被害は、年々少なく
なっています。
また、七月二十七日のオープン
に向けて、入山時の注意看板やベ
ンチ等の設置なども行いました。
今後も岐阜県が全国に誇るふる
さと自慢「岐阜の宝」を守る活動
に地域と連携しながら保全活動を
推進していきたいと思います。
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ミズバショウとリュウキンカの群落

アツモリソウの人工授粉を実施

岐阜の宝＂を守れ！
“
～ミズバショウ群生地に
電気柵を設置～

【飛騨森林管理署】
あもう
五月二十五日、天生国有林内に
ひ
あるミズバショウ植物群生地（飛
だ し かわいちょう あ も う
騨市河合町天生）にて、電気柵の
設置を天生県立自然公園協議会会
員等と実施しました。
同地域は、県立自然公園に指定
されており、天生峠を中心に貴重
な高山植物が咲き乱れる湿原のほ
か、広大なブナの原生林など雄大
で深淵な自然を体験できる場所
が、近年、シカ、イノシシなどに
ミズバショウや高山植物の食害が
見受けられたため、平成二十七年
から保全活動に取り組んでいま
す。

電気柵の設置作業の様子

【中信森林管理署】
うつくしがはら
六月十七日、美ヶ原高原におい
て、絶滅危惧種であるアツモリソウ
の人工授粉作業を実施しました。
この活動は、中部森林管理局と
長野県で締結している「生物多様
性保全の推進に関する基本協定」
等に基づき、毎年六月の開花時期
に美ヶ原高原の自生地において、
か み い な
上伊那農業高校の生命探究科の生
徒が人工授粉作業を行うもので、
種子が形成された場合は、学校で
無菌増殖し、発芽した芽を自生地
に移植することとしており、今後
の増殖成果に期待が寄せられてい
ます。

上伊那農業高校の生徒による
人工授粉の様子

アツモリソウは、種子に栄養を
貯蔵していないためラン菌と呼ば
きんこんきん
れる菌根菌と共生しなければ野外
環境での発芽が難しく、自然状態
では種子から開花に至るまで約十
年間という長い年月を要すると言
われています。
また、ラン科植物の中でも花が
大きく美しいため、
「野生ランの
王者」と言われており、山野草
ブームによる盗掘や、近年におけ
るニホンジカの食害、踏圧により
個体数が激減していますが、電気
柵の設置や保護活動により個体数
は少しずつ回復しています。
今後も、このプロジェクトを応
援し、美ヶ原高原に美しく咲き誇
るアツモリソウの群落が回復する
ことを切に願って、継続的に活動
していきたいと考えています。

自生するアツモリソウ
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〈各地からのたより〉
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日本百名山にも名を連ねる浅間
日本最古のカラマツ人工林「浅間
国有林と言えば現場、現場と言えば
山は当地のシンボルであり、長野
山カラマツ希少個体群保護林」等
森林官！しかし、一般の方には余り馴
しなの
くに
県歌「信濃の国」に歌われている
が所在しており、環境省等とも連
染みがないと思います。
そこで各地にある森林事務所や地域
活火山です。
携し、その保護管理に努めていま
の特色、森林官の仕事などを紹介して
管内のほとんどが浅間山麓に位
す。
いきます。
置しており、首都圏からのアクセ 『林産物の持続的・計画的な供給』
スも良く、多面的に活用されてい
浅間山麓は広大なカラマツ林に
シリーズ
ることから、その事例をいくつか
覆われ木材資源が豊富であり、今
﹁森林官からの便り﹂
紹介します。
年度も一七、
三三〇立方㍍を生産
とうしん
かるいざわ
【東信森林管理署 軽井沢森林事務所】
する予定など、木材の一大産地で
た け だ やすし
首席森林官 武田 康
もあります。

ながのけん
軽井沢森林事務所は、長野県東
『分収林制度による森づくり』
ちくまがわ
あさまやま
部千曲川の上流に位置し、浅間山
管内には多数の分収育林及び分
なんろく
かるいざわまち
み よ た ま ち
南麓を主体に軽井沢町・御代田町
収造林があり、昭和六十一年に全
に所在する国有林（八、
九〇九㌶）
国第一号としてスタートした「軽
を管理しています。
井沢ふれあいの郷」の別荘地が現
在も利用されており、今年度末に
『災害対策』
は当初の契約期間の満了を迎えま
浅間山は過去に大きな災害を引
す。
き起こし、昨年に続き本年も六月 『国有林野の活用』
に噴火警戒レベルが二に引き上げ
管内に多くの別荘地や水源地を
られるなど活発に活動しているこ
抱えていることから、約二百七十
とから、林野庁と国交省が連携
件の貸付を行っており、その管理
し、大規模な治山谷止工及び砂防
も森林官の重要な業務の一つで
堰堤を施工中です。
す。
『保護林など維持保存』
『森林環境教育の推進』
御代田町の天然アカマツ林「浅
森林環境教育を支援するための
きりうえ
な か の く
、 実践フィールドとして、
間山霧上の松希少個体群保護林」
「中野区

ゆうゆう

遊々の森」、「軽井沢ふれあいの
ね り ま く
、
「ソフィ
森」
、
「練馬区遊々の森」
アの森」等を設定しています。ま
た、ＮＰＯ法人との森林づくり活
動の支援として、
「軽井沢野鳥の
森」、「松ぼっくりの森」を設定
し、自然観察や下刈り等の活動に
も連携して取り組んでいます。

■未来の担い手へのメッセージ
森林官は多岐にわたる業務を
担っています。森林管理署の地域
における顔であり、担う責任も大
きいですが、その分やりがいを感
じることと思います。興味がある
方には、職場体験をお勧めしま
す。

貸付地の危険木調査を行っている筆者
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〈森林のお仕事紹介コーナー（農林水産省林野庁）〉

りんやちょう
り
も
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新緑の浅間山

軽井沢野鳥の森の住人
（ムササビ）

受注してくださる民間事業体あって
の国有林。そこで、国有林の植林や間
伐などを行う森林・林業事業体からの
投稿をもとに、頑張っている若者や女
性技術者などを紹介していきます。

シリーズ

の会社に入社させていただきまし
た。

■未来の担い手へのメッセージ
「林業をやりたい」と思って林
業に就職した人は少ないのではな
いかと思います。自然の中で働き
たいと思い探したらそこに林業が
あった。まずはそこからかなと。
未経験でも研修制度が充実してい
ますよ。
一年働いてみて、大変なことも
多かったですが、自然の中で働く
ことは大変な面を差し引いても余
りある魅力があり、他の仕事では
味わえない爽快感がありました。
林業という仕事を通して、一緒
に楽しく働きましょう。
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﹁森林・林業界からの便り﹂

林や渓谷を楽しみに訪れる場所に
なっています。
作業内容は間伐材を二、
六〇〇
立方㍍生産する予定で、四月中旬
から作業に入り、スイングヤーダ
など高性能林業機械を使い作業を
進めていますが、急傾斜地でもあ
り、安全作業に向け、作業計画書
の作成、日々のＲＫＹ（リスクア
セスメント危険予防）などに取り
組むとともに、自然休養林近くで
の作業ですので入り込み者への注
意喚起にも気をつけています。

■現場での役割、魅力
私が入社したのは一年前の五月
二十日で、指導を受けながら間伐
作業に従事。
ちごしら
したがり
その後、地拵作業、下刈作業に
従事しましたが、地拵作業や下刈
作業では作業のきつさと暑さで頭
がぼーっとなることも。先輩から
「日陰で休んでこい」と言われ、
いつも近くで見守ってもらってい
たことが懐かしいです。
一年経過して林業マンとしては
まだまだ未熟ですが、今年は緑の
雇用研修にも参加させていただく
予定なので、広く林業の仲間とも
交流を深めていきたいと思ってい
ます。

■森林・林業の世界に
入ったきっかけ

私は水処理の配管設計などの仕
事に携わっていましたが、自然、
特に渓流が好きで渓流釣りによく
出かけ、こんな自然の中で仕事が
できたらいいなと思い、岐阜県の
「もりのジョブステーション ぎ
ふ」のＨＰを見たのがきっかけ
で、ヘリ集材の写真に感動して今

スイングヤーダの先柱へワイヤー運搬時の様子

筆 者

有限会社 つけち創工社
はら
しげき
原 茂樹
（二〇一九年入社）

〈森林のお仕事紹介コーナー（森林・林業）〉
■事業の概要
請負事業：森林
 環境保全整備事業
（保育間伐活用型外
加子母裏木曽３）
とうのう
発注者：東濃森林管理署
か し も う ら き そ
作業現場の加子母裏木曽国有林
内には国有林におけるレクリエー
つけちきょう
ションの森として「付知峡自然休
養林」もあり、たくさんの方が森

造材現場の様子（後ろは、スイングヤーダ）
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組を行っています。その中から民有林行政、林業や森林土木事業に携わ

ズ
シリー

る皆様に参考にしていただけそうな事例をご紹介します。

また、当局ホームページにおいてもこれら事例を紹介しています。

詳細は、ＱＲコードを読み込んでください。

１．ねらい
民有林と国有林の事業連携を検討するため、操作が簡単で一般的にも入手しやすい
Google Earthを活用して情報を統合・共有しました。

２．概要

３．成果
Google Earthは、世界中の衛星写真を
マウスだけで操作して地球儀を回すよう
に見ることができ、地形も立体で表示さ
れます。
統合した情報を使って、民有林の事業
では、行政界を越えた路網の連結を検討
し、森林経営計画の策定に活用していま
す。
今後は、森林所有者への説明を行う場
面でも、活用ができそうです。

Google Earthで表示した森林情報

４．問い合わせ先

木曽森林管理署

電話 0264-52-2083
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国有林

森林や路網、事業計画の情報を、民有林と国有林で同じ操作で扱えるように共有でき
ると、事業連携を効率的に検討することができます。しかし、自治体や国有林では、そ
れぞれ異なるGIS（地理情報システム）を利用している上、操作に知識と慣れが必要で
す。
このため、GISのように多機能ではなくても情報の確認が容易にできるように、GIS
ファイル形式（シェープファイル）の森林情報、路網情報、事業計画の情報をGoogle
Earthに統合するため手順書を作成するとともに、木曽谷流域の情報を統合して、関係
者の間で共有しました。

〜民有林行政、林業や森林土木事業に携わる皆様へ〜

Google Earthを活用した民国森林情報の共有

お役に立ちます

中部森林管理局では、森林の公益的機能の発揮や林業の成長産業化に向けて様々な取

第3回

