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一日中部森林管理局長に就任した2020ミス日本みどりの女神の井戸川百花さん（中部森林管理局 広報）
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ナウイルスの影響で中止になったの
で、今後のイベントで井戸川さんにも
協力をお願いしたい」と発言がありま
した。
井戸川さ
んからは、
「是非、協力
させていた
だきます。
また、私は、
料理をする
ことが好き
なので、森
の中で、山
菜料理を作
るイベント
など森林浴
に付加価値
を付けるこ
とを考えたい」と応えました。

時 分～（北信森林管理署）
なかじま かつひろ
北信 森林管理 署長（中嶋 勝浩）か
ら、管内の概要説明を受けた後に職員
訓示を行いました。

上松町長との懇談

時 分～（なべくら高原森の家）
森林セラピー基地でもある、森の家
周辺の「ブナの里山こみち」を、森林
こばやし と も き
セラピーガイド（小林 知規さん）とと
もに五感を活かした森林セラピー散策
を体験し、ガイドのノウハウについて
意見交換を行いました。

14

−1−

２０２０ミス日本みどりの女神

長野県知事との懇談

阿部知事からは、
「先月、植樹や緑
化の活動を一層進めていくために大阪
など五つの府と県と連携し『日本みど
りのプロジェクト推進協議会』を立ち
上げたところ、二〇二五年の大阪・関
西万博では自然保護と活用の精神を世
界に発信していくこととしている。井
戸川さんには、ぜひ、長野県の緑の大
切さ、森林が持つ癒しの機能を発信し
ていただきたい」と発言がありまし
た。
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時 分～（中部森林管理局）
お お や まこと
【上松町長 大屋 誠 様と懇談】
大屋町長から、
「上松町の赤沢自然
休養林は、森林浴発祥の地であり、森
林浴には免疫を高める効果があること
から、コロナ禍で是非このことをア
ピールしたい。また、今年開園五十周
年のイベントが、残念ながら新型コロ

40

30

委嘱式の様子（上）
一日局長の井戸川さん
（左）

管理局長に就任しました。就任後は、
職員訓示、各課への挨拶回りを行いま
した。
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時～（長野県庁）
あ べ しゅいち
【長野県知事 阿部 守一様を表敬】
阿部知事との懇談では、
「新型コロ
ナウイルス感染拡大の中、三密を避け
るため森林を訪れる友人が多い」
、
「た
くさんの方に森林で楽しんでいただけ
るように森林の魅力を発信していきた
い」と伝えました。

13

一
 日中部森林管理局長に就任

『一日中部森林管理局長同行記』
当局では初となる一日中部森林管理
局長（たぶん全国でも初！）に同行し
た二日間を時系列で、ご紹介させてい
ただきます。

令和二年十一月十八日（水）
時～（中部森林管理局）
よしむら ひろし
中部森林管理局長（吉村 洋）より
木製の委嘱状を渡され、一日中部森林
10
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２０２０ミス日本みどりの女神
い ど がわ も も か
（井戸川 百花さん）が森林セラピーガ
イドの資格を取得したことを機に、森
林セラピー基地や、教育・健康・観光
分野等の異分野と森林分野の連携・協
働を通した新産業創出を目指す森林
サービス産業のモデル地域等が全国で
最も集積し、それらに対して国有林も
一定の役割を果たしている長野県に招
き、一日森林管理局長として、長野県
知事、関係自治体の長、森林セラピー
基地等の運営団体を表敬訪問し、日頃
のご協力への御礼を行うとともに、国
有林としての貢献も含めた森林セラ
ピー基地等の活動発展に向けた意見交
換を行いました。
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飯山市長との懇談

50

一日局長の活動報告

や魅力をた
くさんの人
に発信して
いきます」
と報告があ
り、吉村局
長は、二日
間の活動に
対し、感謝
の言葉を述
べました。

時 分～（中部局正面玄関）
一日局長、お疲れ様でした。
コロナ禍において社会が大きく変容
する中、国有林を含めた森林空間等の
素晴らしさを多くの方々に発信してい
ただくことを期待しています。
また、井戸川さんの笑顔に職員一
同、元気をいただきました。
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令和二年十一月十九日（木）
時～（アファンの森財団ホースロッジ）
アファンの森財団が持続可能な林業
の実践を目指して飼育している馬と触
れ合い、心を通わせるホースセラピー
のプログラムを体験しました。

時～（アファンの森）
故Ｃ・Ｗ・ ニコルさんが手掛けてき
たアファンの森の経済林としての生産
性と森林の生態系回復を両立される試
みを行っている「森林・林業再生モデ
ル林（国有林）」の取組を視察しまし
た。

り、全国で唯一、森林セラピー基地の
二つ星の資格を取得していると説明が
ありました。
井戸川さんは、
「信濃町を訪れるの
は二度目で、森林セラピーガイドの資
格を習得する前に、初めて森林セラ
ピーを体験したのは信濃町です。ま
た、先日公開された信州信濃町癒しの
森のＰＲ映像には、信濃町の国有林を
舞台にアファンセンターの前で、森の
や ま だ あかし
シンガーソングライターの山田証さん
と私がコラボした歌と映像が使用され
ています。今後も森林の魅力を多くの
方に発信していきます」と発言。
映像を見
た横川町長
か ら 、「 森
の魅力があ
ふれる作品
になってい
る。町のＰ
Ｒにも使わ
せてもらい
たい」旨の
発言があり
ました。
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※この取組は、国土緑化推進機構「緑と水
の 森 林 フ ァ ン ド 」 中 央 事 業「 ミ ス 日 本
みどりの女神」モデル派遣事業を活用し
て実施しました。

中部局職員のお見送り

ブナ林の中でガイドさんと
意見交換

時 分～（飯山市役所）
あ だ ち まさのり
【飯山市長 足立 正則様を表敬】
昨秋の台風被害への御見舞いの言葉
を伝えるとともに、森の家でブナ林を
散策したこと、森林セラピーガイドの
資格を活かしてブナをはじめとした森
林のＰＲに努めていくことを伝えまし
た。
足立市長からは、台風十九号災害時
の様子のほか、飯山市は森林セラピー
基地の認定に県内で早くから取り組ん
できたこと、
ブナは市の木
に指定されて
いること、冬
の飯山にも魅
力がたくさん
あることにつ
いて発言があ
りました。

信濃町長と森のＰＲ映像を鑑賞

時 分～（中部森林管理局）
【中部森林管理局長へ活動報告】
「一日局長として、たくさんの方と
出会い、意見を交わし、森林の魅力や
可能性を知ることができました。今回
の経験を踏まえて、森林の持つ可能性
20

馬とのふれあい体験
モデル林の説明

時～（信濃町役場）
よこかわ まさとも
【信濃町長 横川 正知様を表敬】
横川町長から、森林の持つ癒しの力
に着目し、町を挙げて取り組んでお

15
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ＥＢ出席した関
口経営企画課長
ほかより林政の
最近の動向につ
いて説明があ
り、各代表世話
人からは、令和
二年七月豪雨災
害の早期復旧へ
の要望や森林管
理局の対応に係
る御礼、国有林
野の利活用によ
る観光振興、ツ
キノワグマの出
没・被害への対
応、市町村職員
への技術の普及
や林業後継者の育成など、様々な
意見や要望が寄せられました。
また、森林の多面的機能の発揮
や林業関係者の人材育成など課題
解決に向け、有志協のネットワー
クを活用しながら、代表世話人間
で連携して進めていくことを確認
し、三時間半にわたる貴重な意見
交換の機会とすることができまし
た。
大羽大町市農林水産課長補佐、日臺木島平村長、齊藤南砺市副市長）

あおやま

やまうち

くにしま

ざん

山国有林での取組を視察し、七宗
名古屋林政記者クラブ
国有林では、ニホンジカ対策とし
国有林視察

て防護柵の代わりに、皆伐造林地
【名古屋事務所・岐阜森林管理署】 を囲むように「くくり罠」を設置
九月三十日、岐阜森林管理署管
することにより、造林地へのニホ
内で林政記者に国有林の取組など
ンジカの侵入を防ぐ取組、
「囲い
を紹介しました。
罠」
「箱罠」
「幼齢木保護資材」な
例年、一泊二日で長野・名古屋
ど獣害対策を展示しているエリア
林政記者クラブで行っています
などを視察後、金華山国有林に移
が、今年は新型コロナウイルスの
動し、イノシシ被害対策として
感染防止のため日帰り実施するこ 「緩衝帯」の整備状況などについ
ととし、在名古屋三社（日刊木
て視察を行いました。
材、林経、木材工業）が参加しま
した。

本年のテーマとしては、民有林
を含めて問題となっている「獣害
ひちそう
きんか
対策」を中心に七宗国有林・金華

獣害対策展示エリアの取組を説明
（七宗国有林）

記者の皆さんには、当局が行っ
ているシカ対策に非常に関心を
持っていただけました。
今後も、コロナ禍の中ではあり
ますが、国有林の取組を積極的に
紹介していきたいと思います。

イノシシ被害対策「緩衝帯」について説明
（金華山国有林）
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さいとう

ひだい

おおば

国有林野の所在する市町村長等
との連絡協議会を開催

はらだ



【企画調整課】
十二月一日、中部森林管理局の
大会議室において、管内十地区の
「国有林野等所在市町村長有志協
議会」
（以下、
「有志協」）の代表
世話人（うち六地区からは市町村
長）の出席を賜り、連絡協議会を
開催しました。
有志協は、地
域社会と国有林
野事業の連帯強
化を図るため、
管内各地区に昭
和五十二年以降
に設置し毎年開
催しており、連
絡協議会は、各
地区の有志協に
おける意見・要
望を集約し、今
後の管理経営や
政策の参考とす
る場でもありま
す。
林野庁からＷ
（左から、唐澤木祖村長、國島高山市長、山内下呂市長、青山中津川市長、原田設楽町副町長）
からさわ

たかみざわ

（左から、白鳥伊那市長、高見澤上田市森林整備課長、
しろとり

令和２年 12 月
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し、緑化木の成長は良いが、最終
目標である周囲の植生と等しい草
原の景観とは異なっていること
や、見通しが悪く、バスの運行安
全上も懸念されていることを確認
しました。
み だ が は ら
むろどう
また、弥陀ヶ原・室堂周辺にお
いて、緑化復元の特徴、緑化植物
の選定などについて、富山県森林
研究所の方から説明を受けまし
た。

富山署では、関係者との連携や
意見交換を行いながら、今後も地
域の振興に取り組んでまいります。

室堂周辺に、緑化復元等の特徴を説明している様子

獣害対策の実施
～ついで見回り・通報～

令和元年度には、三百二頭を捕
富山県地域振興団体協議会
獲し、大幅に成果を上げることが
現地検討会の開催

できました。
三年目となる今年は六月二十七 【富山森林管理署】
十月二日、富山県地域振興団体
日に百五十基の「くくりワナ」を
設置した翌日には六頭を捕獲し、 協 議 会 が 主 催 す る 現 地 検 討 会 が
たてやままち
立山町で開催されました。
以降六月三十日までに二十一頭を
本協議会では、富山県・市町村
捕獲しましたが、六月三十日から
おくうら
及び富山署の参加により、毎年県
の豪雨により奥浦林道が路肩決壊
するなどの甚大な被害が発生し、 内各地の国有林・民有林で行われ
七月三日に十五頭を捕獲した後、 ている様々な取組を現地視察し、
森林の保全等をテーマに情報交換
ワナを撤収することとしました。
てらさわやま
を行っております。
今後は、新たに手良沢山国有林
今年度は、ブナ坂国有林におい
において「ついで見回り・通報」
くろべがわ
て、過去の黒部川第四発電所（黒
を実施し、ニホンジカ被害防止対
四ダム）工事に伴う資材運搬路跡
策を積極的に推進していくことと
地の緑化復元の状況について視察
しています。

緑化復元の状況を説明している様子



猟友会員によるくくりワナの設置の様子①

【南信森林管理署】
うら
今年度から浦国有林において、
「ついで捕獲」
・
「ついで見回り・通
報」を本格的に実施することとし
ました。国有林内で効率的にニホ
ンジカを捕獲するため、該当箇所
の選定、捕獲実施者、事業体との
協議を重ねた結果、当局管内では
初となる「ついで見回り・通報」
の基本合意書の調印を平成三十年
八月八日に上伊那猟友会、船形沢
地すべり防止工事（治山工事）を
請け負う宮下建設（株）伊那市、
当署の三者により行いました。
六十六日間で百五十八頭を捕獲し
ました。
猟友会員によるくくりワナの設置の様子②
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２森林整備推進協定
運営委員会を開催

代目大ヒノキ等、天然林内を見
学、その途中では旧森林鉄道敷や
トチノキの巨木も見学しました。
生徒からは、
「貴重な経験をさ
せていただき、自然環境とのつな
がりや関わりを考える機会となり
ました」と感想がありました。
心配された天候も、雨衣を着る
ことなく無事に終了することがで
きましたが、当日は、前日までの
雨のために湿度が高かったことも
あり、ヤマビルに吸血される生徒
や、蚊にまとわりつかれる生徒も
多く見受けられ、自然環境の厳し
さも体感しました。
これにめげることなく、森林に
関心を持ち、親しんでくれること
を期待しつつ、皆さんを見送りま
した。

二代目大ヒノキを見学

設楽ダムのダム関連工事支障木の
え な
恵那農高 現地学習
出材状況、今後に向けたさらなる
～木曽ヒノキ備林見学～

団地化の可能性や路網の連携等に
とうのう
係る意見交換が行われました。
【東濃森林管理署】
各市町村からは、森林環境譲与
九月八日、岐阜県立恵那農業高
税では「人材育成の為に伐倒練習
等学校環境科学科二年生三十七名
な か つ が わ し か し も うら き そ
機の購入や木製名札などへの活
が、中津川市加子母裏木曽国有林
用」
、新たな森林管理システム等
の「木曽ヒノキ備林」を見学しま
では「レーザー測量による林地台
した。
帳の整備から意向調査へと進めて
この現地学習は、岐阜県の「緑
いる」など報告がありました。
と水の子ども会議」と題して地域
コロナ禍の中ではありますが、 の自然を題材とした環境教育を行
今後も流域、地域の中で関わりを
うための支援事業で、恵那農高で
強め、連携の可能性を模索してい
は毎年実施しているものです。
きたいと考えています。
当日は当署職員による安全上の
注意点等についての説明後、裏木
曽古事の森育成協議会のガイドに
バトンを渡し、二班に分かれて散
策を開始し、御用材伐採式跡、二

御用材伐採式跡の説明



【愛知森林管理事務所】
十月七日、コロナ禍の中、新た
な生活様式に配慮しつつ、令和二
年度森林整備推進協定運営委員会
を開催しました。
この協定は、平成二十五年三月
ひがしみかわ
しんしろ
に協定締結した東三河流域新城地
区森林整備推進協定（新城市長外
四者）と平成二十九年十二月に協
したら
定締結した設楽地区森林整備推進
協定（設楽町長外四者）
２地区の
ものであり、今回は協定地区が隣
接地域であることから、合同での
運営委員会としました。
当日は、新型コロナウイルス対
策を十分に講じた上で各事務所等
の事業執行状況、情報交換、団地
化の可能性、作業道等の連携、民
国連携のシステム販売などの可能
性について意見交換を行いまし
た。
運営委員会では、各市町村での
森林環境譲与税等の活用状況や、
新たな森林管理システムの進捗状
況のほか、令和八年度完成予定の
運営委員会の様子
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