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中部の森林
七つのいたずらを探せ！

9ページ目に掲載しているよ！
（中部森林管理局 保全課）
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しらかわむら

安全・安心な村づくりを
～白川村が治山事業など要望～
ひ だ
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立山の自然植生の復元を目指して

このため、昨年は、これまでの
取組により長い年月をかけて形成
された土壌や下層植生を確認しな
がらミヤマハンノキの試験除伐を
行ったことから、当日の現地検討
会では、除伐後の植生・土壌の状
況変化を調査するとともに、今後
のミヤマハンノキの管理のあり方
について意見交換を行いました。
今後とも、地元関係者・専門家
の方々と連携・協力しながら、立
山の自然環境の保全や地域振興に
貢献できるよう取り組んでまいり
ます。

る。今回の７月豪雨での災害で治
山施設の有効性を改めて再認識し
た。引き続き治山事業をお願いす
ると要望がありました。
また、白川村は、林野庁補助事
業「森林サービス産業」のモデル
地域に選定され、豊かな森林空間
を健康、教育、観光など多分野で
活用する取り組みを推進していま
す。
署としても、村からの治山の要
望を踏まえて、地域住民の安全と
安心のため計画的に事業を進めて
いくとともに、森林サービス産業
への取り組みなどにも協力してい
きたいと思います。

左から、成原 茂白川村長、当署長、
大田 貢村議会議長、高殿 尚岐阜県議会議員

【飛騨森林管理署】
なりはら
八月六日、成原白川村長をはじ
おおた
たかどの
め、大田村議会議長、高殿岐阜県
議会議員が来署し、国有林野事業
に対する要望書が出されました。
白川村ついては、村の森林の半
はくさん
分を国有林が占め、霊峰白山の山
岳地帯に崩壊地や荒廃渓流が点在
していることから、主に治山事業
や森林空間林事業を実施していま
す。
白川村からは、村民の安全・安
心に国有林の治山事業は重要であ

大白川の治山事業の様子

～ミヤマハンノキの管理に

関する現地検討会～
と や ま
【富山森林管理署】
九月十六日、ブナ坂国有林にお
いて、立山ルート緑化研究委員会
の現地検討会が開催され、当署か
ら二名が参加し、意見交換を行い
ました。
たてやま く ろ べ
この委員会は、立山黒部アルペ
ンルート沿線の自然植生や緑化に
関わっている自然保護団体、地元
企業、富山県、環境省、森林管理
署及び森林・植生に関する専門家
で構成され、現地で調査研究を行
い、関係機関等に指導・助言を
行っています。
ミヤマハンノキについては、過
くろべがわ
去の黒部川第四発電所（黒四ダ
ム）工事に伴う資材運搬路跡地の
復旧のためミヤマハンノキが当時
植栽され、これにより早期緑化が
進みましたが、現在はミヤマハン
ノキが大きく繁茂しており、視界
が遮られ、バス等の安全通行や富
山湾の眺望の支障となっているほ
か、周辺の自然植生への影響も懸
念されています。
ミヤマハンノキの繁茂状況等を確認している様子
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いわむらじょうせき

「岩村城跡」市民清掃に参加
～令和二年度新採業務体験記～
とうのう

採用二名を含む五名の職員が参加
しました。
当日は、残暑厳しい中、新型コ
ロナウイルス感染防止に伴い作業
前の検温、作業中はフェースガー
ドを着用し熱中症にも注意する中
で、地域の小中学生から高齢者ま
で総勢一五〇名の参加者一人一人
がそれぞれの思いを込めて、草刈
りやゴミ拾い、石垣の清掃に汗を
流しました。
岩村城跡は、石垣の保存状態の
良さが高評価され、今年、日本の
城 ラ ン キ ン グ（ 旅 行 サ イ ト「 ト
リップアドバイザー」）で、三年
連続でトップ二〇位入り（県内一
位）しました。
このことは、城跡の清掃後に浮
き上がる石垣群を見ると、こうし
た地域住
民の熱い
思いが、
継続した
人気を支
えている
と実感し
ます。
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おおあはら

紹介、そして、作業内容について
説明を行い、昼食後に作業を開始
しました。
天竜支部の皆さんが大雨により
木道を塞いだ倒木等を除去するな
ど事前準備をしたことで、安全に
作業ができ、腐食した木材の交換
や緩んだ杭の打ち直し等修繕を行
いました。
今後も、上伊那農業高校と林業
土木協会天竜支部と協力して大阿
原湿原の自然環境の保護に努めて
参ります。

清掃作業の様子（本丸裏門）

【東濃森林管理署】
九月六日、
「女城主の里・岩村
城跡」において、市民による一斉
清掃が行われました。
え な し いわむらちょう
この清掃作業は、恵那市 岩 村 町
のシンボルでもあり、日本三大山
城の一つで、日本百名城にも選定
された「岩村城跡」を歴史的な財
産として次代に継承し地域の誇り
とするために、町内の各種団体や
住民が一体となって夏季と秋季の
行楽シーズン前に実施しているも
のです。
城跡に隣接する岩村国有林に
は、かつて、地域の貴重な自然環
境や優れた森林を守り、併せて地
域振興に資することを目的とした
「郷土の森」
があったこ
とから、当
署としても
毎年この活
動に協力し
ており、今
年度の新規

圧巻の「六段壁の石垣」
（清掃後）

大阿原湿原森林教室の開催
なんしん

【南信森林管理署】
い な し は せ
くろこうち
八月七日、伊那市長谷の黒河内
国有林で大阿原湿原森林教室を行
いました。
こうそう
この地域は日本最南端の高層
しつげん
湿原と呼ばれ、気温が低く、加湿
な条件のため、有機物の分解速度
たいせき
でんたん
が遅く堆積した泥炭により形成さ
れ湿原となっています。
森林教室は、当署が主体とな
てんりゅう
り、林業土木協会 天 竜 支部の指導
か み い な
のもと上伊那農業高等学校コミュ
ニティーデザイン科里山コース二
年生を対象に毎年開催しており、
今年で十六年目となります。
この活動は多くの人々が安全に
訪れていただくと共に、貴重な湿
原を守っていくために、遊歩道周
辺の整備と同時に自然観察の資質
を養い周辺の森林について学習す
ることを目的として開催していま
す。
はじめに、当署長から、森林の
多面的機能や安全作業の注意事項
等についての説明後に、指導者の
遊歩道の看板の設置を行っている様子
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国有林と言えば現場、現場と言えば
森林官！しかし、一般の方には余り馴
そこで各地にある森林事務所や地域

染みがないと思います。
の特色、森林官の仕事などを紹介して
いきます。

シリーズ
﹁森林官からの便り﹂
あてら
ひろふみ

は、鈴を携行するなどの熊対策が
必要です。また、渓谷内の林道
は、自然環境の保全及び渋滞対策
のため、夏季の一定期間、マイ
カー規制が行われています。
阿寺国有林には、ヒノキ、サワ
おんたいせいしんようじゅりん
ラ等の天然の温帯性針葉樹林が広
あげまつまち
く分布しており、木曽郡上松町・
おうたきむら
なかつがわし
王滝村と岐阜県中津川市の国有林
き そ ゆうきゅう
の一部と併せ、「木曽 悠 久 の森」
に指定し、これを未来に引き継ぐ
ため、その保存や復元を図り、将
来にわたり持続的に利用する取組
を行っています。
また、製品生産事業・森林育成
事業・治山事業・土木事業等多く
の事業が展開しており、監督業

けいかい じゅんけん

務・各種調査・計画、境界巡検・
巡視と森林事務所の業務も多岐に
わたっていますが、安全第一に森
林官と森林技術員の二名で業務に
あたっています。

■未来の担い手へのメッセージ
山の仕事は、昔から３Ｋ職場と
いわれていますが、緑を守り育
て、未来に繋げる重要な仕事と考
え、誇りを持って業務に取り組ん
でいます。国有林に興味を持って
頂ければ幸いです。
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な ぎ そ

ながせ

エメラルドグリーンの阿寺渓谷

る渓谷で、大小いくつもの滝や淵
があり、四季折々の美しい景観が
訪れる人々を魅了しています。
平成二十四年には、阿寺渓谷を
後世に引き継ぐため、地元大桑
村・大桑村議会・関係団体で構成
された阿寺渓谷運営協議会が設立
され、南木曽支署との間で協定が
結ばれ、阿寺渓谷の整備・管理及
び利用の活動が推進されていま
す。
近年、渓谷内では、ツキノワグ
マの目撃情報が数多く寄せられて
いますので、渓谷内を散策する際

請負事業業体への安全指導の様子

筆者（左側）

りんやちょう
り
も

【南木曽支署 阿寺森林事務所】

森林官 永瀬 広文

阿寺森林事務所は、長野県南西
き そ ぐ ん おおくわむら
部に位置する木曽郡大桑村に所在
し、阿寺川流域を主とする阿寺国
てんのう ぼら
有林及び天王 洞 国有林の約五、
四〇〇㌶を管轄しています。
管内の国有林は、木曽五木（ヒ
ノキ、サワラ、アスナロ、ネズ
コ、コウヤマキ）を主体とした天
然林が三二㌫、ヒノキを主体とす
る人工林が六七㌫となっており、
人工林の多くは、明治時代に植林
された一〇〇年生以上になる高齢
級ヒノキ林となっています。
阿寺国有林内にある、阿寺渓谷
は、急峻でＶ字谷を形成する地形
に阿寺川の澄みきったエメラルド
グリーンの清流が巨石の間を流れ

天然の温帯性針葉樹林
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〈森林のお仕事紹介コーナー（農林水産省林野庁）〉
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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

に地 拵 えや伐倒、下刈り、集材作

の仕事に携わっています。現在まで

私は現場作業員として、森林整備

大切な事業の一つです。

保全し、未来へ残していくためにも

感じており、女性の林業界進出の道

女性職員の力ももっと必要になると

たっています。今後の林業界には、

え、解決策を見出しながら作業に当

ことは私のポリシーに反すると考

由に挑戦しなかったり諦めたりする

と感じています。しかし、それを理

ようにいかないこともたくさんある

あることからか、厳しいことや思う

場で作業してみると、やはり女性で

び込みました。実際に入社して、現

い」という一心で、林業の世界に飛

んでした。ただ「自然の中で働きた

で、林業について全く触れてきませ

せん。

他にないと言っても過言ではありま

く。これほど魅力にあふれた仕事は

森林を守っていく、未来へ繋いでい

は他でもない「森林」です。そんな

私たちの生活の根底を支えているの

らされることもあります。しかし、

する仕事であるため、その脅威にさ

れています。林業は、自然を相手に

昨今、特に若い世代の力が必要とさ

林業の担い手不足が謳われている

■未来の担い手へのメッセージ

業などを行ってきました。自分の力

を切り開きたいという思いで、この

じ ごしら

ばっとう

したが

■現場での役割、魅力

不足を感じることも多々あります

世界に入りました。

ていることだと思います。入社して

創っていきましょう。

−4−

ともに大切な未来を守り、そして

が、徐々に綺麗になっていく山林を
見ると、強い達成感を味わうことが
できます。林業の仕事の一番の魅力

■事業の概要
請負事業：森林環境保全整備事業
発注者：愛知森林管理事務所

まだ半年も経過していませんが、こ

は、何と言っても自然の中で体を動

本事業は、愛知県岡崎市 闇 苅 国

れからの林業を支える一人として



■森林・林業の世界に
入ったきっかけ

かすこと、日本の森林の未来を担っ

有林における保育間伐及び素材生産

日々努力していきます。

近にはくらがり渓谷キャンプ場もあ

五八〇立方㍍を予定しています。付

た間伐一六・八一㌶、生産材積一、

くらがり

事業です。スギ・ヒノキを中心とし

筆 者

伐倒作業の様子

私は、現在の会社に入社するま

お楽しみも…
（この日は釣り！）

﹁森林・林業界からの便り﹂

有限会社 北原土木
か や
ゆ ふ
賀屋 由布
（二〇二〇年入社）

〈森林のお仕事紹介コーナー（森林・林業）〉
り、周辺地域の豊かな自然や水源を

集材作業の様子

第 199 号
り
も
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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
木材需要の拡大に伴う安定的・効率的な素材の生産体制を確立するため、素材生産事
業者及び民有林関係者の方々と連携して生産性向上に取り組んでいます。

２．概要

優良事例発表会

①素材生産事業体、民有林行政担当者、有識者、局署等担当者等による現地検討
会の開催、②優良事例発表会の開催と表彰、③作業工程毎の生産性や進捗状況の把
握を容易にする日報様式の配付と要望に応じた改良などを「生産性向上実現プログ
ラム」として実施しています。

３．成果

車両系作業システムの生産性の平均値
が、3.6㎥/人日（H23～25平均）から
6.2㎥/人日（H29、30)と1.7倍に向上
しました。

間伐の生産性が4.0㎥/人日以上の事
業体の割合が４割（H23～25平均）か
ら８割（H30)に増加しました。
※間伐の生産性の全国平均は、4.17㎥/人日（H29)

４．問い合わせ先

資源活用課

電話

026-236-2677
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国有林

現地検討会

〜民有林行政、林業や森林土木事業に携わる皆様へ〜

素材生産事業における労働生産性の向上

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6回

