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しなやかな組織づくりと
地域の皆様への貢献
中部森林管理局長

よしむら

村

ひろし

洋

と意見交換をしていただきました。

井戸川さんは、ご自身も森林セラ

ピーガイドの資格を取得されるな

ど、森林空間を活用した健康づくり

や様々な体験活動に関心が高い方で

す。井戸川さんの発信力を通じて、

多くの方々に当局管内の魅力を伝え

ていただくことを期待しています。

材の供給調整も行ってまいります。

に、木材価格の安定のため、国有林

るよう関係県等に共有するととも

しい森林・山岳の風景を楽しんでい

スマートフォンなどで気軽に四季美

に癒やしのひとときを提供すべく、

そこで、当局では、こうした方々

な組織づくり」を行いつつ、国民共

務が安定的に継続できる「しなやか

つ、どのような状況下にあっても業

は、引き続き感染対策を徹底しつ

なりそうです。当局といたしまして

諦めざるを得ない状況にあったもの

令和三年の新春を迎えるに当た

さらに、木材需要回復の一助とす

ただける「デジタル森林紀行」を

通の財産であり、地域の皆様にとっ

等からも助言や情報提供いただき、

り、謹んで年頭の御挨拶を申し上げ

べく、治山・林道工事における木材

ホームページに開設しています。い

ても大切な資源である国有林の管理

コロナとの戦いは息が長いものと

目下、我が国は、新型コロナウイ

利用の増大にも取り組んでおり、今

ずれ感染防止と登山等の両立が可能

経営と林業の成長産業化の下支えを

と思います。

ルス感染拡大の影響で、人やモノの

後とも、民有林と密接に連携し、当

となった際には、この「デジタル森

業務の主軸として、地域の皆様に貢

民有林における供給戦略の参考とな

流れが停滞・変容し、多くの雇用が

局が取り得る策を見出して、果断に

林紀行」で見つけた場所に、大勢の

令和三年 年頭のご挨拶

失われるなど様々な困難に直面して

実行してまいる所存です。

ます。

います。林業・木材産業において

加えて、令和二年七月豪雨を始め

最後になりますが、読者の皆様の

献すべく、一歩ずつ前進してまいり

も、住宅資材や紙の原料となる木材

とする自然災害の復旧に全力で取り

また、昨年十一月十八日と十九日

ご健康、ご多幸を心から祈念申し上

方が訪れてくださることを願ってい

の需要が減退し、価格も低迷してお

組むほか、今後とも災害発生時に

の二日間、二〇二〇ミス日本みどり

ます。

ります。

は迅速かつ機動的に民有林も含め

げるとともに、本年も「中部の森

ます。

こうした中、当局としては、地域

の女神である井戸川百花さんに一日

い申し上げ、年頭の挨拶とさせてい

た被害調査と早期復旧に努めてま

しいただき、長野県知事をはじめ、

ただきます。

の雇用の下支えのため、今後とも造

豊かな森林・山岳に恵まれた当局

上松町長、飯山市長、信濃町長のほ

林」をご愛読くださいますようお願
管内には、例年大勢の方々が登山、

か、地域で森林セラピーや森林サー

中部森林管理局長として管内にお越

キャンプ、スキー、散策等で訪れて

ビス産業に取り組んでおられる団体

いります。

くださいますが、昨年は多くの方が

林、素材生産、治山、林道など各種
事業の安定的な発注に努めてまいり
ます。
また、木材の需給動向を注視し、

学識経験者、木材の供給者や需要者
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おお

巨大な切り株を初めて目にした
参加者一同は、周囲の木々に比べ
てあまりの大きさに感嘆し、
「こ
のまま腐朽し自然消滅するのは勿
体ない」
、
「ガイドコースに入れて
公開できないか」といった意見が
出され、今後、どのように保全し
活用していくか、地域の関係者と
賢明な利用へ知恵を出し合ってい
きます。

※昭和
 二十九年に伐採された初代大ヒノ
キから年輪板が作られ、現在、①
あ つ た しろとり
「熱田白鳥の歴史館（名古屋事務所）」
つけちちょう
②護山神社（中津川市付知町）③名古
屋大学④名古屋市科学館⑤ふれあいの
かしもちょう
やかた・加子母（中津川市加子母町）
に保存展示されています。皆さん一度
ご覧ください。
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忘れられていた初代大ヒノキ
～悠久の森にお目見え～

ました。
大ヒノキの由来は、江戸時代、
大量伐採に依って災いが続き、天
やまのかみ
保九年
（一八三八）
に山神の怒りを
鎮めるため、徳川幕府が裏木曽一
たいぼく
しんぼく
ふもと もりやまじんじゃ
の大木を神木とし、麓に護山神社
が設けられたとされています。昭
むろと
和九年の室戸台風で折損し、その
こそん
後枯損が進み、昭和二十九年には
学術参考のため伐採されました。
推定樹齢九百五十年、切り株の平
均直径は二 二㍍、断面は畳三畳
ほどもあります。

最近は二代目大ヒノキの見学
コースが整備されたこともあり、
ここへの入込者は皆無となり詳細
も不明となったため文献やＧＰＳ
を用いて現地を確認しました。
かんぼく
はんも
現地は、笹や灌木が繁茂し保存
のため設置されていた屋根まで
覆っていましたが、これらを取り
除くと全容が現れました。

熱田白鳥の歴史館に展示している大ヒノキ

笹や灌木を取り除く作業

全容が現れた初代大ヒノキ切り株



とうのう

【東濃森林管理署】
か し も うら き そ
十月二十一日、加子母裏木曽国
なかつがわ
有林において中津川市民によるボ
ランティア活動が行われました。
コロナ禍に鑑み予定していた
「市民国有林見学会」に替えて、
国有林の隠れた魅力を観光資源と
して活用できないか模索する中
で、署と市関係者により、
「初代
おお
大ヒノキ」切り株周辺の整備をし

明治36年当時の「初代大ヒノキ」の様子
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国有林野等所在
市町村長有志協議会を開催

防災対策として国土交通省と連携
地元猟友会でも取扱い可能か」、
ＪＩＣＡ及び農林漁業
して実施している治山工事や、高
「カモシカの錯誤捕獲で死亡災害
信用基金による視察を受け入れ
性能林業機械による保育間伐作業
が発生しており、市町村へ講師派
とうしん
遣は可能か」
、
「バイオマス利用に 【東信森林管理署、企画調整課、 を視察していただきました。
参加した両機関の職員からは、
あたって、Ｄ材利用の条件を具体
資源活用課】
的に教えてほしい」などの様々な
十月二十九日、東信森林管理署 「国内林業の現場でどのような作
業が行われ、どのような技術が使
意見や要望が寄せられ、当所から
管内の国有林において、
（独）国
われているのかを理解でき、今後
も、これらに関する取組を説明す
際協力機構（ＪＩＣＡ）地球環境
の国際協力を進める上で重要とな
るなど、貴重な意見交換をするこ
部の職員十一名及び（独）農林漁
とができました。
る物事を考える軸ができた」
、
「今
業信用基金の職員四名が国有林野
今後も市町村等との連携を深
回視察した林業の成長産業化に向
事業の現場を視察しました。
め、地域の要望に応える森林づく
ＪＩＣＡ地球環境部の職員は、 けた各種取組を参考にして、林業
りに努めてまいります。
や製材加工を営む方々の活動を支
森林・自然環境保全分野における
えていきたい」などの感想が寄せ
国際協力プロジェクトの形成や専
門家の派遣等に携わっておられ、 られました。
今後も、森林・林業に関わる関
農林漁業信用基金の職員は、林
係機関との連携を深めながら、林
業・木材産業の事業者が融資を受
業の成長産業化へ向けた取組を進
ける際の債務保証の支援に携わっ
めてまいります。
ておられます。両機関の業務を進
めるにあたり、国内の林業現場に
おける最新の状況を理解したいと
の要望があり、今回の視察受け入
れに至りました。
当日は爽やかな秋晴れのもと、
午前は伐採・造林一貫作業の実施
箇所においてドローンを活用した
あとち
跡地検査の実証やコンテナ苗の植
あさまやま
付け作業を、午後は浅間山の火山

ドローンを用いた
跡地検査の実証作業を視察



あいち

【愛知森林管理事務所】
十月十四日、コロナ禍の中、新
たな生活様式に配慮しつつ、令和
二年度愛知県国有林野等所在市町
村長有志協議会（以下「協議会」
という。
）を開催しました。
例年７月頃に協議会を開催して
いましたが、新型コロナが全国的
に広がる中、政府・地域等の状況
を踏まえ、開催を見合わせていた
ところですが、各種対策を講じ、
ようやく令和二年度の協議会を開
催することができました。
協議会では、代表世話人である
設楽町長の挨拶に続き、中部森林
管理局、当所から主要事業等の概
要を説明しました。
トピックでは、
「造林事業の省
力化に向けた新たな挑戦」
、
「ＩＣ
Ｔを活用したニホンジカ捕獲の取
り組みについて」など事例を交え
て紹介しました。
意見交換では、有害鳥獣対策に
ついて、
「獣害対策のＩＣＴ技術
は、町が機材購入の助成をすれば
協議会での意見交換の様子
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信による会話が十分に可能である
だんど さ
ん
ブランド材「段戸ＳＡＮ」
ことが確認できました。
現地検討会の開催

十月十三日及び二十日には見学
あいち
会を開催し、多数の工事関係者、 【愛知森林管理事務所】
したらちょうだん
十一月十八日、愛知県設楽町段
富山県職員の方々に参加していた
ど
戸国有林の百年越えのブランド材
だき、通信状況の確認や通信機器
の操作体験をしてもらうことがで 「段戸ＳＡＮ」の森林整備事業地
において、自治体や林業事業体に
きました。意見交換では、ＩＣＴ
参加いただき現地検討会を開催し
施工に繋がる高速・大容量通信へ
ました。
の期待の大きさを感じました。
今回はコロナ禍の中、新たな生
このような通信環境整備への期
活様式に配慮し、参加者を二十名
待に応えられるよう、引き続き取
程度とこれまでの半分に抑え、事
組を進めてまいります。
業体のスキルアップを軸に参加者
を募りました。
なお、この検討会は、昨年まで
の生産性向上プロジェクトの現地
検討会に替わるものとして、地域
から国有林のフィールド活用や、
技術支援が求められていることか
ら開催したものです。
「段戸ＳＡＮ」の生産量は限ら
れていますが、その供給にあたっ
ては極力需要者のニーズに応える
よう努めています。
これまでの供給先は、神社・仏
閣への利用を目的とした関係者が
多くなっています。

検討会では、集材・採材・運搬
の作業の様子を見学し、その後三
班に分かれて丸太の採材技術の検
討を行いました。
参加者からは、
「伐採・採材方
ねもく
法、木口の仕上げ方、根杢（木材
もくめ
の根の部分に表れる木目のこと）
のはずし方、木取り、枝打ち跡の
見せ方」などについて、熱心な意
見交換が行われました。
コロナ禍で、木材価格が低迷す
る中、今後も、需要者ニーズに応
えた丸太の供給に努めてまいりま
す。
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民有林直轄治山工事において

通信環境導入試験を実施

ＩＣＴ施工の実現を目指して～
と ～
やま
【富山森林管理署】
じょうがん じ が わ
常願寺川地区民有林直轄治山事
業地（富山市）において、通信環
境導入試験を行いました。
この試験は、当署の治山・林道
工事は山間部の携帯電話不感地域
で行われている箇所が多く、緊急
時の連絡や気象予報の急変情報の
把握に遅れが生じるおそれがあ
り、通信環境の整備について工事
受注者から多くの要望があったこ
と、また、通信が可能となること
で現地映像等の情報をリアルタイ
ムで共有することにより、効率的
な施工管理が可能となり、行政コ
ストの削減や働き方改革の実現、
さらに感染予防対策にも寄与する
ことから、今年度試行的に実施し
たものです。
試験の実施に当たっては、ＮＴ
Ｔアドバンステクノロジの協力も
得ながら、フレキシブルに設置・
撤去が可能な小電力データ通信装
置等を使用し、現地映像の転送に
で き が た
よる工作物の出来形確認や音声通

丸太の採材方法を検討している様子
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通信機器を操作している様子

を図り、意見交換を行うことに
下山後は、当署会議室にて、意
令和二年度ニホンジカ食害
治山技術の向上を目指して
よって、地域ぐるみでニホンジカ
見交換を行いました。
防除対策検討会を開催

～三署合同の勉強会を開催～
捕獲による食害対策を目指すこと
若手職員から、
「工事内容変更
ぎ ふ
としています。
時に工種選定の判断に苦慮した」
、
【岐阜森林管理署】
【森林技術・支援センター、
ぎ ふ
ひ だ
ぎ ふ
とうのう
午前には岐阜県森林研究所の専
岐阜森林管理署】
十一月五日、飛騨・岐阜・東濃 「工法選定にあたり意見が合わな

門研究員に「ニホンジカ対策の現状
いことがある」
、
「ドローンを活用
十一月十九日、岐阜署管内の
署の治山業務に携わる若手職員を
さんぷくこう
のりきりどりょう
ひちそう
と課題について」の講演をいただく
七宗国有林及び隣接する民間施設
中心とした十名の職員を対象に、 して山腹工の法切土量を算出する
方法を模索している」といった意
とともに、中部局管内の獣害対策
において、岐阜県の各農林事務
現地検討及び意見交換による治山
見等が出されるなど、有意義な勉
の取組事例の紹介を行いました。
所、七宗町農林課、中部森林管理
技術の向上を目的とした三署合同
強会となりました。
午 後 からは、 七 宗 国 有 林 内の
局・署等関係者四十二名が出席し、
の勉強会を開催しました。
おんたけさん
今後も治山技術向上のため、合
ニホンジカの食害対策の取組など 「獣害対策展示エリア」へ移動し、
現地検討は、御嶽山の岐阜県側
げ ろ し おさかちょう
同勉強会を企画していきたいと考
の情報共有や意見交換等を目的と エリア内に設 置してある各 種の罠
登山口となっている下呂市小坂町
にごりごおんせん
えています。
等について、当センター職員と開発
した検討会を開催しました。
濁河温泉から約一㌔㍍地点に完成
メーカーの各担当者が説明を行い、 したコンクリートスリットダム工
被害防除については、低コスト
の施工地で行いました。施工地は
で 効 果 的 な 対 策 の 実 施 に 向 け 、 出席者からの質問に答えました。
当センターでは、外部の有識者
国・県・市町村が相互に情報共有
平成三十年七月豪雨で発生した土
く さ き だに
や関連企業と連携して、引き続き
石流によって「草木谷」に架けら
ニホンジカ食害防除対策に取り組
れていた登山道のつり橋が流失し
んでまいります。
た付近にあたり、濁河温泉の施設
も被災したことから早急に復旧す
るため災害関連緊急治山事業によ
り実施した箇所です。
現地では、当署の工事監督職員
なかや
の中屋主任治山技術官から工事個
所の説明を受け、標高約千九百㍍
の厳しい気象条件下で二年にわ
たって完成させた治山ダムの施工
方法について学びました。
岐阜県森林研究所専門研究員の講演

「くくり罠」設置の実演の様子

コンクリートスリットダム工の施工地で現地検討の様子
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