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令和２年7月豪雨被災地の皆様に心からお見舞い申し上げます。

デジタル森林紀行

（愛称：デジ森）

オープン！

デジタル森林紀行は、３ページに掲載（乗越浄土：中部森林管理局 広報）
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設置しました。
そして、直ちに被災県・市町村
へリエゾンを派遣（七月三十一日
現在延べ七十二名）し、情報収集
と「御用聞き」を行うなど被災地
との連携体制を確保しました。
令和二年七月豪雨により、管内
各地で家屋の浸水や、道路網の遮
断による集落の一時孤立等の被害
が発生しました。長野県内では、
あづみ
国道一五八号線松本市安曇地籍で
土砂崩れが発生し、上高地内に観
光客など三百名以上が一時取り残
されたとともに、岐阜県内では、
おさかちょう
ひ だ がわ
下呂市小坂町の飛騨川沿いの国道

四一号線が三〇〇㍍にわたり崩落
するなどの被害がありました。
◇関係 県 と の 合 同 で の ヘ リ コ プ
ターによる被害状況調査を実施
中部森林管理局では、関係県と
合同で、ヘリコプターによる上空
からの被害状況調査を、七月三日
なんしん
に長野県南信地域、十六日に同木
とうのう
曽地域及び岐阜県東濃地域、十七
日と二十一日に同飛騨地域におい
て実施しました。
その際、
（国研）宇宙航空研究
開発機構（ＪＡＸＡ）の「だいち
２号」の緊急観測により土砂移動
が推定された箇所を踏まえて、飛
行ルートを設定しました。
これまでの調査の結果、国有林
しんせいほうかい
及び民有林において新生崩壊や林
道の決壊等が確認され、特に長野
き そ ま ち
ひよし
県木曽町の日義国有林において
は、新生崩壊により崩落した土砂
が沢沿いに堆積した箇所を発見し
ました。下流に水産試験場や別荘
地もあることから、長野県及び木
曽町とも協議し、土石流センサー
の設置を緊急に行うとともに、今
後の復旧工事の準備を急いでいま
す。

飛行前の調査計画打合せの様子 R2.7.16
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中部森林管理局では、この他の
被災箇所についても復旧を急ぐと
ともに、近年、記録的な豪雨の発
生が増加傾向にあることを念頭に
置き、災害の復旧・予防に万全を
期して対応してまいります。

ヘリ調査中の機内の様子

令和二年七月豪雨災害への対応
局緊急自然災害対策本部を設置

【企画調整課、治山課】
令和二年七月豪雨災害により、
お亡くなりになられた方々のご冥
福をお祈り申し上げますととも
に、被災された方々にお見舞い申
し上げます。
◇中部
 森林管理局緊急自然災害対
策本部の設置
今年の梅雨は、前線の停滞によ
り長雨が続き、九州地方をはじめ
当局管内の長野県、岐阜県等に大
雨をもたらしました。特に七月七
日から八日にかけての二十四時間
ま つ も と し かみ こ う ち
雨量は、長野県松本市 上 高地で
げ ろ し はぎわら
二一九㍉㍍、岐阜県下呂市 萩 原
ちょう
町で四一四㍉㍍と記録的な豪雨と
なりました。
中部森林管理局では、災害情報
連絡室を設置し情報の収集を行っ
てきましたが、長野県、岐阜県に
おいて、土砂災害警戒区域に「警
戒レベル５」が発表されるととも
に、八日朝に大雨特別警報が発表
されたことを受け、同日に中部森
林管理局緊急自然災害対策本部を
第１回対策本部会議の様子

令和２年 8 月

〈本局のトピックス〉
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ＧＳＳによる

かみこう ち

森林保全管理の取組

【保全課】
中部森林管理局では、春から秋
までの登山利用の最盛期や休日等
に、人為的な植生荒廃等を防止す
るため、
「森林保護員」
（愛称「グ
リーン・サポート・スタッフ。通
称ＧＳＳ」）を雇用しています。
管内では、富山県、長野県、岐
阜県内の二十の地域において、多
くのＧＳＳが活躍しています。国
有林の中でも、特に登山者が多く
訪れる地域において、巡視やマ

青空と残雪の穂高岳（上高地）
ほ た か だけ

ナーの啓発、登山道整備（グリー
ンロープの設置・撤去、遊歩道の
補修、看板設置）などを行い、豊
かで貴重な森林生態系の保全に取
り組んでいます。
たてやま
今回は、立山地域（富山県／富
かみこうち
ちゅう
山署）
、上高地地域（長野県／中
しん
あもう
ひ だ
信 署）
、天生地域（岐阜県／飛騨
署）における活動をご紹介いたし
ます。
ふ
○立山地域では、ライチョウが孵
か
化する７月中旬頃から、登山者が
道を誤って植生帯を傷めてしまわ
せっけい
ないよう登山道の雪渓切りを実施
しています。盛夏には立山地区協
議会のパトロール員と共に登山者
への声かけやゴミ拾いを行いま
す。また、案内標識類の点検整備
も大切な仕事です。
たいしょういけ
よこ
○上高地地域では、大正池から横
お
やけだけ とくごうとうげ
尾までを中心に、焼岳や徳本峠の
登山道の巡視も行っています。新
型コロナウイルス感染症が収束す
れば、外国人登山者が再び増加す
るかも知れません。多様化する登
山者へのマナーやルールの啓発活
動が、ＧＳＳの重要な役割のひと
つとなっています。

資材運搬の様子と修繕された歩道（天生）

○天生地域では、地元の貴重な財
産であり「岐阜の宝もの」にも指
定されている「天生の森」の豊か
な生態系を後世に伝えるため、地
元のパトロール員とも連携し、現
地発生材の循環利用を基本とした
歩道整備等、人と森に寄り添った
活動に力を入れています。
〇取組の成果
上高地では、感染症流行前は、
全体の三割を占める外国人登山者
のマナー啓発として、多言語表記
のトレーディングカードを配布し
たことで、外国人に、片言でも対
応できるようになりました。

天生では、以前はぬかるみや急
な登りが多く、足場が安定しない
滑りやすい箇所がありましたが、
長年にわたる地道な歩道作りの結
果、少しずつ危険な箇所が解消さ
れ、快適に森の中を楽しめるよう
になりました。「よい森ですね」
と声をかけてくださる方も多くな
りました。
○今後の課題
ゴミの投棄と立入禁止区域での
踏み荒らしが後を絶ちません。ラ
イチョウ等の希少種を保護するた
め、ドローンの飛行についてのルー
ル作りが必要な地域もあります。
また、コロナ禍でマスクをして
登山を楽しむ方が増えています
が、熱中症のほか置き忘れ等にご
注意のうえ、必ずお持ち帰りをお
願いいたします。
中部局ホームページから、各地
区で活躍されているＧＳＳからの
活動報告をご覧いただけます。

※今年
 度は、木曽署、南木曽支署管内のＧ
ＳＳ活動は行っておりません。

ＧＳＳの活動は、以下のＱ
Ｒコードを読み込んでくだ
さい。
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〈本局のトピックス：デジタル森林紀行オープンしました〉
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デジタル森林紀行

（愛称：デジ森）

オープン！

林野庁中部森林管理局

ようこそ！デジタル森林紀行へ

中部森林管理局では、当局ホームページに、ご自宅や外出中でもお気軽に森林が織り
なす美しい風景を楽しむことができる「デジタル森林紀行（愛称： デジ森（もり）」を立
ち上げました。
このサイトは、①風景の色をテーマにした「中部の森林色々
（いろいろ）」②広報主任官
のお勧めサイト③風景に関連する国有林サイト「林野庁及び各森林管理局（北海道、東
北、関東、近畿中国、四国、九州）」へのリンク一覧で構成しています。
お気軽に美しい風景を楽しんで、心身ともにリフレッシュしませんか。

中部の森林色々
（いろいろ）
～風景の色をテーマにした写真館です～
テーマ「青」
《青い風景》
テーマ「緑」
《緑の風景》
テーマ「黄」
《黄色の風景》
テーマ「白」
《白い風景》
テーマ「ALL」
《色にこだわらず！》
【ポイント！】色をテーマに分類
することで、直感的に今見たい風
景を探すことができます。

【お問合せ先】
総務企画部 総務課 広報
TEL:050-3160-6513
E-mail：migoro@maff.go.jp

デジ森への入場ゲートは、
次のQRコードを読み込んでください。

《URL》 http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/photo/dezitaru-shinrinkikou.html
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せいまんさいしゅえん

清万採種園におけるカラマツ種子の
・音楽鑑賞：広沢虎造～ビー

増産に向けた取組
かんじょうはくひ
トルズまで
～環状剥皮の実施～

◇国有林モニターに
【技術普及課】
応募いただいた理由
とうしん

六月二十四日、東信森林管理署浅間
会社員現役時代（約五年前
山国有林にある清万採種園において、
定年退職）には県産材（主に
中部森林管理局の若手職員を中心に
桧・赤松）を使用した建築部
材（構造材、床材、羽目板、 十二名が参加し、カラマツ種子増産に
向けた取組として環状剥皮作業を実施
腰板など）の認証取得業務を
しました。
行っていましたが、国有林に
ちゃっか
環状剥皮作業は、着果促進のため
ついては殆ど扱うことがなく
ひょうひ
に、木の幹の表皮に切り込みを入れて
興味があり応募しました。
じゅせい
皮を剥くことにより樹勢を低下させる
◇国有林に期待すること
ことで、生理的に着果増進に効果があ
・災害に強い国有林
るとされる技法です。
・防災に役立つ国有林
清万採種園は、昭和三十五年から
四十五㌶の事業採種園として信州カラ
せい えいじゅ
マツを主体とした精英樹クローンが配
植され設定されたもので、山火事や園
地の見直し等により、約五・七㌶に規
模を縮小して現在に至っています。苗
木の需要減少から約三十年間はほとん
ど整備されていませんでしたが、近年
のカラマツ人工林の更新に不可欠であ

る種子が不足していることを受け、長
野県が若返りを進めている他の採種園

の整備完了までの中継ぎとして、平成
二十七年から整備を再開しています。

この清万採種園では、園内路網整
備、光環境の改善等と併せて、この作
業を毎年数本から数十本、環状剥皮作
業を実施をしてきました。
けい せいそう
参加した職員は、樹皮と形成層を剥
き、木部には極力傷をつけないよう作
業することに、思いのほか苦心し、ま
た、「木をいじめる」という普段はあ
まり考えたことのない作業に戸惑いな
がらも、対象木が来年、たわわに着果
するのを想像しながら、作業を実施し
ました。
※着果：花が咲いて実がつくこと
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国有林モニター
のご紹介

◇自己㏚：
（趣味や特技など）
それ程有りませんが、
・クル
 マとドライブ（運転歴
五十数年、所持したクルマ
二十台、単車数台）
・ＨＡＭ（アマチュア無線）
運用歴四十五年、モールス
は忘れました。
・カメ
 ラ収集と撮影：現在二
つのサークル会員
・旅行：国内 海
問わず
･れ外
りしり
ぶ ん と う いりおもて
国内：利尻・礼文島～西表
じま
島まで
海外：一〇〇以上の地域や
国

カラマツの幹の表皮を剥いている様子

ペンネーム
「カメラ親父」さん（長野県）
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準備をしていただいており安全に
作業ができる作業環境の中、笹の
根に苦労しながら一本一本丁寧に
植えていました。

今後は下刈作業を行うなど、本
植樹祭のスローガンである「戸隠
と り い がわ
ふれあいの森に木を植え、鳥居川
の水源に緑のダムをつくろう」の
もと森林整備を行っていく予定で
す。署としても協議会と協力し
「戸隠ふれあいの森」の森づくり
に協力していきます。

～付知南小学校森林教室～

つけちみなみ

五感を使って森林を体感！


【東濃森林管理署】
つけちきょう
六月二十四日「付知峡自然休養
なかつがわし
林」において、中津川市の付知南
小学校五年生二十四名を対象に森
林教室を実施しました。
今年度は、新型コロナウイルス
の影響により学校行事が減ってい
るなかで、
「森林教室は重要な教
育カリキュラムとして位置づけて
おり、少しでも児童に体験させて
あげたい」との先生方の強い思い
を受け、マスクの着用や消毒の徹
底、十分な間隔の確保など、感染
対策や実施手順を調整したうえで
実施しました。

はじめに日本や世界の森林の状
況と森林の持つはたらきについ
て、パネルと土壌模型を使って学
習しました。
「森林のはたらきっ
て何があるかな？」と聞くと様々
な答えが返ってきます。中には
「緑のダム」と答えた児童もいて
職員の方が驚かされました。その
き そ ごえ ゆ う ほ どう
後、四班に分かれて木曽越遊歩道
を散策し、ヒノキやサワラの違い
を目で見て・触って・感じたり、
ミズメの枝の湿布のような匂いや
キハダの皮の苦い味を体感したり
と、五感を使って樹木の名前や特
徴を学習しました。
午 後からは、ラワンの種の模 型
を作成し、くるくる回りながら飛
ぶ様子を観察し、上手に飛ばすこ
とができると大きな歓声が上がって
いました。 児童からは「森林には
いろいろな役割があることが分かっ
た」、「森林の中を歩いたり、種を
上 手に飛ばせたりできて楽しかっ
た」などの感想が聞かれました。
当署としても、地域の方々へ森
林の大切さを知ってもらえるよう
に、これからも積極的に貢献して
いきたいと考えています。
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ふれあいの森植樹祭の開催

【北信森林管理署】
しなのまち
くろひめやま
六月七日、信濃町の黒姫山国有
林において、ふれあいの森植樹祭
を行いました。
とがくし
この植樹祭は、戸隠ふれあいの
森協定地内において協定者の戸隠
ふれあいの森森林整備協議会が主
催となり毎年開催しています。
例年ですと協議会員の他にボー
イスカウトの皆さんも参加し植樹
を行っていましたが、今年は新型
コロナ感染症予防のため当初参加
予定であった約三十名が参加を見
合わせたため会員とその家族十五
名の参加でした。
植栽樹種はブナ、トチノキ、ミ
ズナラ、オオヤマザクラの合計
一一〇本を植樹しました。
水上協議会長のあいさつから始
まり、北信署長からのあいさつと
併せて植栽木の花言葉や樹木名の
由来などを紹介し植樹を行いまし
た。
植栽地は笹地でしたが、会員の
皆さんが笹刈りを行うなど、事前

森林のはたらきについて学習している様子

植栽を行っている
様子
植栽後の記念撮影

令和２年 8 月

〈各地からのたより〉
第 197 号

「新しい生活様式」で
捕獲駆除委託を開始！

現地では猟友会員の経験と勘を
研ぎ澄ませ、軽トラでゆっくり移
動し、シカの足跡など観察してい
きました。幸いにも前日の降雨に
より、シカの足跡や動きが推察し
やすい条件であったため、シカが
よく通るケモノ道にワナを手際よ
く設置することができました。
今後、地元猟友会と連携し、個
体数調整に取り組み、ジビエ利用
など地域振興にも寄与しつつ、地
域全体でシカ被害の低減に努めて
いくこととしています。

せんじょうがだけ

仙丈ヶ岳馬の背ヒュッテ周辺の
防鹿柵設置作業

～高山植物守ろう～

【南信森林管理署】
六月二十三日、仙丈ヶ岳馬の背
ヒュッテ周辺、標高約二、
七〇 
い な し くろこうち
〇㍍
（伊那市黒河内国有林二七二
林班）で南アルプス食害対策協議
会の会員、南アルプス遭難対策救
助隊員等総勢三十七名で高山植物
等をニホンジカの食害から保護す
ぼうろくさく
るための防鹿柵の設置作業を行い
ました。
設置箇所は十二箇所で総延長は
一、
二一七㍍になります。
例年、山小屋に宿泊し一泊二日
で行われていましたが、今年は新
型コロナウイルス感染防止や豪雨
等より、二日間での作業を一日で
終える強行スケジュールで実施し
ました。
当日は、出発式の後、約三時間
かけて作業場所の馬の背ヒュッテ
に到着しました。現地では、作業
内容の説明や、作業用の靴（植生
じ か た び
保護のため底の柔らかい地下足袋、
スニーカーなど）に履き替え三班
に分かれて作業を行いました。

今年は例年
に比べ積雪も
少なく雪解け
が早かったこ
とから、既に
ニホンジカに
よる食害が発
生していましたが、幸い高山植物
への食害は見られませんでした。
梅雨の中、貴重な晴れた日に無
事作業を終えることができました。
今年は登山客もほとんどいない
かれん
中でひっそりと可憐な花を咲かせ
ることができることでしょう。
なお、十月中旬には、今回設置
した防鹿柵を撤去するなど、冬支
度を行う予定です。
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防鹿柵を設置している様子

シカによる食害の跡



【愛知森林管理事務所】
したらちょう りょう ゆう
六月二十日、地元設楽町 猟 友
かい
会との委託契約に基づく、
「令和
二年度ニホンジカ捕獲駆除業務」
を開始しました。
今年度の委託捕獲初日は、新型
コロナ対策の「基本的感染対策」
に加え、
「日常生活を営む上での
基本的生活様式」などに配慮し、
地元公民館前で、監督員、スタッ
フ等の紹介の後、安全指導や業務
などについて説明しました。
また、
「ワナの見回り労務の軽
減」を目的に実証していた、ワナ
通報システムの改良を図った「ハ
イブリット型ＩＣＴセンサー」を
試行することから機器の特徴や使
い方を狩猟者の皆様に丁寧に説明
しました。

※ 従
 来型ＩＣＴセンサーは、赤外線に
より、シカの挙動を感知し、通知する
システムでしたが、誤関知等の通知も
あったため、それらの欠点を補う形で
マグネット式での感知も兼ね備えてお
り、より確度の高い監視が可能となっ
ています。

シカの足跡などを観察している様子

第 197 号
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のりくらだけ

県道の草刈作業の様子

今年は、新型コロナウイルス感
染対策により乗鞍岳開山が一ヶ月
以上延びましたが、これからの観
光シーズンに向けて、来訪者が安
全に訪れていただけるよう準備を
進めています。また、七月には、
清掃ボランティア活動による外来
種除去が行われるなど乗鞍岳の豊
かな自然を後世へと受け継いでい
く取り組みも行われます。
今後も、こうした地域振興や自
然保全活動を支援していきます。

おんばしら

御柱の森づくり協議会へ
林野庁長官感謝状の贈呈
なんしん

【南信森林管理署】
七月二十二日、
「御柱の森協議
おくむら ま き と
会（奥村槙人会長）」に「国民の
森林づくり推進功労者」に対する
林野庁長官感謝状が贈られ、その
伝達贈呈式を当署において行いま
した。
御柱の森協議会は、平成十四年
に「御柱の森」づくりに関する協
定を当署と締結しました。これ
とら
さる
は、七年に一度、寅・申の年に
ほうでん
しゃでん
宝殿の造り替え、社殿の四隅に
「御柱」と呼ばれる樹齢二百年ほ
す わ
どのモミの巨木を曳き建てる諏訪
たいしゃ
しきねんぞうえい
大社最大の行事である「式年造営
おんばしら たいさい
御 柱 大祭（御柱大祭）」で使用
されるモミを将来にわたり、持続
的に供給していくため、
「御柱の
ひがしまた
森」
（ 東 俣 国有林）においてモミ
の植樹、下刈、つる切り、ニホン
ジカなどの食害から守るための防
護用ネットの設置や管理用プレー
トの設置などの活動を行っていま
す。
今回、これらの取組が高く評価

されました。
南信署長から伝達贈呈を受けら
れた奥村会長からは、
「現在、モ
ミの木約三一五本の植栽と一、
四〇〇本の御柱候補木への獣害防
除ネットの設置、候補木の管理用
プレートを設置しており、次回の
うじこ
御柱見立ても済み、日に日に氏子
の気運も高まってきていること
や、御柱大祭の起源は約千二百年
前と言われており、更に千年後も
大祭ができるよう活動を継続して
いきたい」と林野庁長官感謝状贈
呈に対するお礼の言葉がありまし
た。
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乗鞍岳開山に向けて！

飛騨署庁舎（高山市）から見た乗鞍岳

～乗鞍環境美化活動の実施～

【飛騨森林管理署】
六月十二日、乗鞍観光協議会、
乗鞍美化の会、乗鞍雷鳥の会主催
たかやましにゅうかわ
による県道五号線（高山市丹生川
ひら ゆ とうげ
入口から平湯 峠 丹生川側）間、
約三㌔㍍の道路の清掃活動を実施
しました。
これは、
六月十九日
の乗鞍岳開
山に向け
て、通行車
両の安全確
保と景観保
全のため、
協議会会員
者をはじめ、
環境省、飛騨農林事務所、高山市
等の関係行政機関を含めて、総勢
三十名で行われました。
当日は、小雨が降り、生憎の天
気でしたが、二名一組になって道
路両側の雑草やカーブで見通しに
くい所の枝などを取り除き、汗を
流しました。

林野庁長官感謝状の伝達贈呈式の様子

令和２年 8 月
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