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今年度の受賞者は次のとおりで
す。
◇永年勤続表彰（三十年）
畑
茂樹（計画保全部長）
立澤 和実（計画課）
藤井
勝（保全課）
芳沢 真一（資源活用課）
光坂 紀治（愛知所）
仲谷 華子（愛知所）
中屋 健次（飛騨署） 計
 七名
◇永年勤続表彰（二十年）
貴田 雅規（治山課）
畠山 弘一（東信署）
松原 洋平（木曽署）
水野 耕太（岐阜署） 計
 四名

るインターネット上のサービスで
す。公開された「ストリート
ビューで歩く木曽谷」は、ホーム
ページのリンクだけでなく、ＳＮ
Ｓ等により発信しており、今後も
多くの方々にご覧いただきたいと
考えています。
また、ストリートビューを活用
することで、現地に足を運ぶこと
が困難な場合でも、様々な方に広
く国有林の優れた自然景観を鑑賞
いただけるようになりました。

※スト
 リートビューで歩く木
曽 谷は、 次のＱＲコード
を読み込んでください。
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令和二年度優良職員等表彰伝達式

【総務課】
七月二十七日、
「木曽森林管理
署レクリエーションの森グーグル
ストリートビュー撮影チーム（代
表者：久保喬之、池端久美子、古
澤博、平杤潤己、古畑正弘、横川
慶和、三宅悠平、松木邦昭）」が、
優良職員等表彰の林野庁長官賞に
選ばれ、その伝達式を中部森林管
理局において行いました。
農林水産省では、毎年、職員の
士気高揚を図ることを目的に農林
水産行政に顕著な功績を上げた優
良職員の表彰を行っております。
この取組は、レクリエーション
の森をグーグルストリートビュー
で公開し、国有林の優れた景観等
を世界中に発信するとともに、地
域振興として観光資源のＰＲに貢
献した功績が評価されたもので
す。
ストリートビューは、グーグル
社が提供するグーグルマップの機
能の一つで、街中や観光名所等を
その場にいるかのように三六〇度
のパノラマ写真で見ることができ

局幹部と表彰された「撮影チーム」の記念撮影

令和二年度永年勤続表彰伝達式

【総務課】
七月九日、中部森林管理局にお
いて、局勤務者を対象とした、永
年勤続表彰伝達式を行いました。
式典では局長から、
「永年にわ
たる、国有林野事業への功績に対
しまして、敬意を表し感謝すると
ともに、苦楽を共にされたご家族
の方々や、受賞される方々を支え
ていただいた職場の皆様にもこの
場を借りて心からお礼を申しあげ
ます。皆様方におかれましては、
引き続きさらなる研鑽に努めら
れ、健康に十分ご留意の上、それ
ぞれの職務に、なお一層邁進され
ますようお願い申し上げます。」
と挨拶があり、永年勤続表彰
（三十年並びに二十年）の受賞者
に対し、農林水産大臣からの表彰
状が授与されました。
また、七月上旬から中旬にかけ
て、各署等においても、伝達式が
行われました。
これを機に、中部森林管理局一
丸となって職務に邁進して参りま
す。
局庁舎にて記念撮影（局表彰者）
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とがくし

戸隠森林植物園の
木道整備（第一期工事）完成
ほくしん

【北信森林管理署】
とがくしおおみね
戸隠大峰自然休養林保護管理協
議会オフィシャルサポーター協定
に基づく、木製遊歩道整備の歩道
入り口から約二百㍍の第一期工事
区間が完成しました。

生態系を乱す「セイヨウタンポ
ポ」などが道路に沿って繁茂して
おり、厳しい環境で生育する高山
植物への影響が懸念されていま
す。特に、畳平周辺には、外来植
物が広範囲に繁茂しており、毎年
四回、関係機関や地元ボランティ
アの方々による除去活動を地道に
進めています。
セイヨウタンポポの根は深く、
抜き取りは容易ではありません
が、根気よく腰をかがめての作業
を約二時間実施し、三十㌔㌘のセ
イヨウタンポポを除去することが
できました。
今後もこうした、森林保護活動
に協力していく考えです。
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四月二十日には予定区間のすべて
のりくらだけ
が完成しました。
乗鞍岳外来植物除去作業の実施
新型コロナウイルス感染症にか
ひ だ
かる事態の影響で、森林植物園の 【飛騨森林管理署】
七月三日、乗鞍美化の会主催に
開園は六月一日となりましたが、
たたみだいら
ききょうが
よる乗鞍岳 畳 平 周辺及び桔梗ヶ
今現在、多くの方々に利用されて
はら
原において、乗鞍岳の貴重な植生
います。
の保護を目的として、会員・一般
引き続き、オフィシャルサポー
のボランティア等四十九名参加で
ターの支援を受けながら、改修区
外来植物「セイヨウタンポポ」除
間を順次整備する予定です。
去作業を実施しました。
ご協力いただいているオフィ
シャルサポーターは次の方々で
す。
○株式
 会社 コシイプレザービング（木
道資材の提供）
○長野
 林業土木協会北信分会（労力の提
供）
○一般
 財団法人日本森林林業振興会長野
支部（資材の提供）
○株式
 会社 八十二銀行（資金の提供）

除去対象のセイヨウタンポポ

乗鞍岳は、標高二、
七○○㍍の
畳平まで車道が整備されており、
誰でも気軽に登ることができるこ
とから、車のタイヤや人の靴など
にくっついて外来種植物が侵入し
やすい場所です。繁殖力が強く、

セイヨウタンポポの除去作業の様子

木製遊歩道改修中の様子

四月三日の着工日には、オフィ
シャルサポーター
（長野林業土木
協会北信分会）、戸隠観光協会、
長野市、北信森林管理署などから
総勢約五十名が参加し、この日一
日で床下の土台（根太・大引き）
の設置を予定区間の三分の二程
度、床板の貼り付けを二十㍍程度
完成させました。
その後は、戸隠観光協会を中心
に地道に床板の貼り付けを進め、

完成した木製遊歩道
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もきれいになり「ゴミのポイ捨て
ブナ坂国有林で
抑止にもなるのでは」との声も聞
山岳環境整備を実施

かれ、国有林ゴミゼロ運動にも繋
とやま
がった活動になりました。
【富山森林管理署】
もう一つは「対策徹底型」とし
八月八日、立山のブナ坂国有林
て毎年実施されている「山の日」 に お い て 、 山 岳 環 境 整 備 ボ ラ ン
いわむら
いわ
を記念した岩村国有林と接する岩
ティア活動が行われました。
むらじょうせき
村城跡の草刈り作業などです。
この活動は、
「山の日」を記念
し、立山の山岳環境の保全と適正
な利用を県民協働で行うことを目
たてやま
的として、富山県、環境省、立山
く ろ べ かんこう
黒部貫光（株）
、富山森林管理署
などが協力して平成二十八年度か
ら開催され、今年で五回目を迎え
ました。

今年は新型コロナウイルスの影
響で一般参加者の規模を縮小して
の開催となりましたが、当署から
は五名が参加し、総勢五十八名で
み だ が は ら
弥陀ヶ原の湿原に設置された遊歩
道（木道）への滑り止めの設置、
富山県ナチュラリスト協会による
自然観察会、外来植物の除去活動
を行いました。
当日は曇りで時より雨も降りま
したが、家族連れなど参加者一人
一人が協力し合いながら、四時間
を超える作業に汗を流し無事終了
しました。

山岳環境整備ボランティアの皆様
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コロナ禍の新しい活動
～業界団体のボランティア活動～
とうのう

【東濃森林管理署】
治山・林道工事や森林整備事業
を実施している業界団体、名古屋
林業土木協会及び名古屋造林素材
生産事業協会の関係支部は、中部
森林管理局が奨励している森林・
林業社会貢献活動のコロナ禍にお
ける「新しいやり方」に取り組ん
でいます。
一つは国有林ゴミゼロ運動が見
合わされるなか、
「分散・自主活
動型」として団体が企画し、レク
リエーションの森の看板や林道施
設の注意標識やガードレールなど
の清掃作業を、六月から七月にか
け一堂に会することなく、受け持
ち区域を決めて、会員がそれぞれ
自主的に取り組まれました。
落ちないと思い込んでいた汚れ
看板の清掃作業の様子

フェースシールドを
着用した、草刈り作業の様子

日本三大山城の一つとして人気
の観光地でもあり、短時間でやる
必要から一堂に会する形で、八月
七日、受付で健康チェック、検温
などのほかヘルメット用フェース
シールドを着用、岐阜県のコロナ
緊急対策を周知など「感染防止」
対策を徹底し取り組まれました。
コロナ禍の新しい取り組み方を
模索しているなかで、今後も「国
民の森林」として関係団体とも連
携した活動に取り組んでいきま
す。

滑り止め板の設置作業（右
上）、外来植物の除去（右
下 ）、 自 然 観 察 会 の 様 子
（左上）
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きんかざん
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じゅうじかい

ヒノキ長伐期施業林の見学状況

金華山を守り続けて二十一年
ぎ ふ

･

～
～ボランティア団体「十時会」

中学生に歩道修繕方法を
指導している様子

【岐阜森林管理署】
八月二十日、岐阜森林事務所に
おいて、十時会、岐阜市との月例
定例会を行い、刻々と変化する金
華山の登山道の様子、登山者の動
向、動植物の様子など様々な点に
ついて情報交換を行いました。
この会の主力メンバーであり、
二〇〇七年に「第十九回森林レク
レーション地域美化活動コンクー
ル」にて林野庁長官賞を受賞した
こともある、
「十時会」のボラン
ティア活動についてご紹介しま
す。
当会は、一九九九年に発足した
団体で、毎日十時ごろに頂上で会
う仲間によって会が結成されたこ

とから「十時会」と名付けたそう
また、乗政国有林の実習では、
ぎ ふ
岐阜県立森林文化アカデミーの
です。
「ヒノキ長伐期施業林」の見学を行
国有林実習で実験林等を案内
活動エリアは、金華山山頂（岐
いました。現地は、平成二十八年
阜城）へ向かう登山道の東半分を 【森林技術・支援センター、岐阜
度に製品生産事業で搬出した箇所
中心登山道の補修、清掃、登山者
で、林齢八十七年生と百七年生の
森林管理署】
お
への安全指導、地元中学生へのボ
ヒノキ人工林の概要について、岐
八月二十五日、岐阜署管内の小
がわながほら
のりまさ
ランティア活動体験の指導等々、 川長洞国有林及び乗政国有林にお
阜署の担当者が説明を行いました。
じゅ かん ちょうりつ
多岐にわたって活動しています。
この林分では、樹 冠 長 率や樹冠
いて、岐阜県立森林文化アカデ
しらき
ぺい
のうっ閉状況を確認し、今後の施業
白木会長（二代目）は「近年、 ミーのクリエーター科の学生十名
登山者が多く訪れるようになり、 が、国有林の施業について現地実
について意見交換を行い、学生から
登山道の傷みが目立つようになっ
は、
「皆伐して再造林するべき」と
習を行い、森林技術 支援セン
てきたため補修作業も追いつかな
「需要に応じて択伐を
ター及び岐阜署の担当者が、実験 いった意見や、
い状況になっていますが、無理を
進めたらどうか」等の意見が出さ
林や試験地の概要について説明を
したらボランティア活動は継続で
れていました。
行いました。
きないので、自分たちのペースに
この他にも、コンテナ苗試験地
小川長洞国有林の実習では、間
合わせてやりますよ」と今日も笑
伐率の異なるプロットにおいて、 の見学を行うなど、それぞれの専
顔で作業を続けながら、登山者の
攻分野に応じた見聞を広め、充実
植栽木の生育状況等の観察を目的
安全を見守っています。
した現地実習となったようで、今
に設定された「ヒノキ間伐実験
後も学校などからの要請に応じ、
林」を見学し、間伐の効果やプ
ロット毎の優劣を学習した後に、 国有林の案内やＰＲに努めて参り
たいと考えています。
今後の伐採方法等の施業につい
て、学生同士の意見交換が行われ
ました。
学生からは、生産・利用など、
各々の専攻分野に応じた様々な意
見が出される中で、最後に、セン
ター職員から、国有林の今後の施
業方針について説明を行いました。
集合写真（上列左から２人目が会長）
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波を利用する測位方法）を実施
北アルプス高山植物等
し、最後にエリア内の切り株に表
保護パトロール終了

示したテープをドローンで撮影し
とやま
【富山森林管理署】
ながら間接的に確認しました。
七月二十一日から始まった高山
ドローンによるテープ表示の確
植物等保護パトロールが八月二十
認は、すべて目視外手動操縦に
日の解団式をもって終了しました。
よって地表近くを飛ばすため、相
このパトロールは、地元自治体
当の操縦技能を必要としますが、
や関係団体、山小屋等で組織した
跡地検査が十分に可能であること
国有林野保護管理協議会を通じ
が検証されました。
て、希少動植物の保護や環境美
今後も引き続き、リモートセン
化、登山者への啓発等の活動を行
シングを用いた立木調査による業
うパトロール員を一般から募集し
務の効率化を目指し、具体的な手
法の検討を継続していく予定です。 て行っているものです。
や く し だけ
たてやま
くろべ
例年、薬師 岳 ～立山～黒部～
しろうまだけ
あ さ ひ だけ
白馬岳・朝日岳の広大なエリアを
四地区十八名体制で活動していま
すが、今年度は新型コロナの影響
で山小屋が休業、営業縮小してい
たてやまむろどう
ることもあり立山室堂班四名で感
染防止対策に努めながらパトロー

ルを実施しました。
今夏の立山室堂は例年ほどの賑
わいはありませんでしたが、お盆
シーズンには涼を求めて多くの登
山客や観光客が楽しんでいまし
た。
感染に注意しながらのパトロー
ルは慣れない試みではありました
が、拠点としてお世話になった富
たてやま
山県立山センターをはじめ関係機
関の方々と協力し合って対応した
ことで全員が無事にパトロールを
終えることができました。
最終日に行った解団式では、パ
トロール員から現地で得られた情
報や貴重な意見・ アイディアを
いただきましたので次年度以降の
活動に活かしてまいります。

パトロール員の皆様
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ドローン等を用いた収穫調査の
簡素化に向けた

新たな手法の導入

【森林技術・支援センター、資源
活用課】
お
八月四～五日、岐阜署管内の小
がわながほら
川長洞国有林において、収穫調査
の簡素化に向けた新たな手法とし
て、ドローンによるオルソ化空中
あとち
写真を用いた測量や跡地検査を実
施し、林内作業の軽労化の可能性
について、資源活用課担当者とセ
ンター職員が現地検証を行いまし
た。
今後、収穫量増加が見込まれる
中で、指定調査機関等における労
働力確保の課題などを踏まえ、従
来の手法を見直し、無人航空機や
デジタル技術を活用した収穫調査
等の取組を順次進めていくことが
喫緊の課題となっています。
現地検証では、初日にドローン
による跡地検査の準備として、現
地の伐採跡地内で伐採された木の
切り株にテープ表示を行いまし
た。翌日にはドローンのプログラ
ミング飛行による測量やＧＮＳＳ
測量（人工衛星から送信される電

パトロール中の
美化活動の様子
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ドローンにより切り株を確認している様子

「ソーシャル ・Ｄ」で
分育現地検討会開催
あいち

至林道終点

段戸国有林の新規販売予定箇所

慮」するなどして行いました。
なた
刃物（鉈）取扱い
検討会では、現地の地形や林分
講習会（ＯＪＴ）を実施

状況を一つ一つ確認しつつ、搬出
とうのう
条件のメリット、デメリットなど 【東濃森林管理署】
七月一日、労働安全週間初日、
を検証し、各事業の立場から意見
せっそう
鉈による切創災害防止等、安全で
を出し合い、横断的に業務の垣根
適切な刃物の取扱いを習熟するこ
を越えての検討を行いました。
とを目的に、若手職員を対象とし
コロナ禍による木材需要の影響
て、講習を行いました。
が懸念される中、立木購買業者の
講師は森林技術指導官を筆頭
購買意欲が沸く、販売戦略の検討
みさか
など活発な意見交換を行いました。 に、神坂森林事務所の三名の技術
者の応援を受けて実施しました。
今年度の愛知所の分収育林立木
森林技術指導官が、この職場に
公売は秋・冬の二回の予定で十物
採用されてからの四十年の実績に
件を公売する計画であり、今後と
より作成した、秘伝？の取扱説明
も分収育林の有利販売さらには循
書に基づき、
環型林業が円滑に進むよう現場で
といし
①鉈の
できるあらゆる工夫や営業活動な
 状態によっての砥石の選
び方
どに所をあげて精一杯取り組むこ
②鉈と砥石のあて方
ととしています。
③砥石の動かし方
と あか
と
④鉈は
 「砥垢」で研ぐ
⑤研ぎ音の見分け
⑥バリ（ 刃 先 の 返 し ） と ボ タ
（刃先の先端部分）の付き方
など冒頭に説明・実演を行い、
続いて、実際に鉈研ぎを行いまし
た。
最初は、鉈の固定や砥石のあて

方に不安を隠せない様子も見受け
られ、先輩方がついつい手を出し
てしまうこともありましたが、そ
こはさすがに我が署の若手職員。
あっという間にコツをつかむと、
濡れた新聞紙に刃先をあてれば
スッと切れる、切れ味鋭い鉈に仕
上がるなど、しっかりと鉈の研ぎ
方をマスターしました。
今後も署内のＯＪＴを計画的に
行い、森林技術の習得、向上に努
めていくこととしています。
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鷹巣山林道

【愛知森林管理事務所】
七月十六日、例年にない長い梅
雨の合間に当所の令和二年度分収
育林現地検討会を開催しました。
今年度の検討会は、新型コロナ
対策の「新しい生活様式」を実践
しつつの開催とし、
「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
慮して、
「参加者を必要最小限に
絞り」
、
「配車を分車化」
、現地で
も「ソーシャルディスタンスに配

至瀬戸設楽線（県道33号）

講習会の様子

第 198 号
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現地の地形や林分状況を確認している様子

有害鳥獣の食害等から

か み い な

みなみしんしゅう
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新型コロナウイルス感染対策等！
あもう
～天生県立自然公園

農林業を守ろう

～
 鳥獣保護及び狩猟に関する検討会～
【南信森林管理署】
七月二十二日、署内職員、森林
官など三十数名が参加し、
「鳥獣
保護及び狩猟に関する検討会」を
実施しました。
当署管内の国有林においては、
ほかく
職員捕獲をはじめ、くくりワナの
貸出や地元猟友会との協定、各種
協議会などの協力により、昨年度
はニホンジカ二、
九〇二頭を捕獲
しました。本年度も職員が鳥獣保
護や狩猟に関する制度及び獣害対
策に関する意識・知識の向上や効
果的な捕獲技術を習得し捕獲に役
立ててもらうことを目的に開催し
ました。

検討会では、上伊那・ 南 信 州
両地域振興局林務課の鳥獣対策専
門員を講師に、法令や鳥獣の生
態、特性について学んだ後に考
て ら さわやま
査、午後からは手良沢山国有林で
い な し
地元伊那市猟友会長他五名から、
六班に分かれて「平澤式くくりワ
ナ」を使用して、設置する場所の
選定、設置する際の注意事項、獣
がワナに掛かった後の対応等につ
いて学びました。
自分の手で「くくりワナ」を設
置した職員からは、
「力がいらず簡
単に設置できる」
、
「錯誤捕獲によ
り熊がかかった時はむやみに近寄
らず特に注意しなければならない」
などのコメントがありました。
今後も、検討会で講習したこと
を活かし、地元猟友会、関係機
関、各協議会等と連携して積極的
に有害鳥獣被害対策に取り組んで
まいります。

猟友会員の指導の下、
ワナを設置する職員

ひ だ 協議会安全対策研修会～
【飛騨森林管理署】
七月十六日、
「新型コロナウイ
ルス感染防止対策」及び「緊急通
信整備等の安全対策」等の実施に
向けて、天生県立自然公園協議会
会員及びパトロール員十五名が参
加し、安全対策研修会が開催さ
れ、当署から職員三名、ＧＳＳ
（ グリーン ・ サポート ・ スタッフ）
二名が出席しました。
新型コロナウイルス感染対策で
は、入林時の問診表の記入や体温
測定を行うとともに、パトロール
員が巡視時に「マスク・手袋・体
温計」などを携帯して体調不良者
の発生に備えています。

入林受付での検温検査

パトロール員の携帯装備品

また、連絡体制の充実を図るた
め、新たに通信無線機を更新し、
通話可能区域を拡大しました。
ふるかわ
当署古川森林事務所上島首席森
林官からは、
「高山植物盗掘にお
ける対処について」を説明し、高
山植物保護の重要性の理解を深め
ました。
パトロール員からは、入林者に
対し、天生地域の貴重な動植物等
に関する話とともにコロナ対策へ
の協力をお願いしているとの意見
がありました。
こうした現場の声を参考に入林
者が安全・安心して訪れ、天生の
自然を楽しんで頂けるよう地域と
連携し今後も協力していきます。

牧田猟友会長から
ワナ設置の説明を受ける職員
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