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南木曽土石流災害（上空からの被害状況）
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最後に、当局中澤治山課長から
は、
「治山災害対策と災害に強い
森林づくり」と題し、近年の山地
災害の特徴や変化、現在実施して
いる対策などについて話をしまし
た。受講した学生の中には、来年
度林野庁入庁予定者がおり、
「自
分の働く職場をイメージすること
ができ、とても勉強になった」と
のコメントがありました。
両署では、今後も地域の要望に
応えた、森林学習に貢献していき
たいと思います。
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林業大学校校外授業
～国有林の森林管理と

午後からは、南木曽支署に移動
し、山本治山総括からの「治山事
業の概要」
、中村総務主任からの
「平成二十六年南木曽土石流災害」
の話には、特に身近で発生した災
害でもあることから、真剣に耳を
かたむけていました。
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いての説明があり、学生からは、
「保安林と機能類型とどういった
兼ね合いがあるのか」
、
「地域別の
森林計画の五年ごと十年間の計画
は被ることはないのか」など活発
な質問がありました。
やぶはら
次に、井上 薮 原 首席森林官か
ら、実際の現場での仕事話には、
学生一同興味深く聴いていまし
た。

三井企画官からの「木曽ヒノキ
の流通・利用」については、木曽
五木（ヒノキ、サワラ、アスナ
ロ、ネズコ、コウヤマキ）のカン
き
ナくずを嗅ぐ「利き木曽五木」ク
イズを行い、楽しそうに利き比べ
を行っていました。
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利き木曽五木の様子

南木曽土石流災害等ついて説明

治山事業を講義～

き そ
な ぎ そ
【木曽森林管理署・南木曽支署】
一月二十一日、木曽署におい
て、長野県林業大学校二学年の森
林管理コース（森林管理・治山工
学）を選択している生徒七名に対
して、木曽署及び南木曽支署職員
による講義を行いました。
同校では、基礎的な学習に加え
て、自身の進路を見据えた実習に
重点をおいた選択授業が行われて
います。
はじめに、木曽署の池戸次長か
ら「国有林野施業実施計画」につ

国有林野施業実施計画の説明

藪原森林官の講義の様子
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〈各地からのたより〉
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き ん か ざん

緊急時に備えて！
金華山山火事防御訓練

岐阜県防災ヘリで、上空からの放水の様子

岐阜森林管理署部隊の放水

訓練終了後には、岐阜市消防長
より「栃木県で起きている山火事
は決して対岸の火事ではない。岐
阜市においても平成十四年、四〇 
〇㌶を超える大規模な山火事が発
生している。とかく林野火災につ
いては、初期消火の対応如何で被
害を最小限にくい止めることが出
来る。これからも関係機関で協力
し山火事防止に努めたい。
」との
挨拶がありました。
定期的に行うこうした訓練は、
緊急事対応には欠かせないものだ
とつくづく感じさせられました。

国有林モニター
のご紹介

おおくら

大蔵 まり子（愛知県）

◇自己㏚：
（趣味や特技など）
イベントに参加することと
新製品を試すことが好きです。

◇国有林モニターに
応募いただいた理由

主人が木の仕事をしている
ことから応募しました。

◇国有林に期待すること
知り合いの人は、国有林を
知らないので、多くの人に国
有林をＰＲしてほしい。
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【岐阜森林管理署】
二月二十五日、金華山山火事防
御訓練が行われました。
とちぎ
今年は、折しも栃木県で大規模
な山火事が発生している最中での
訓練となり、普段以上に緊張感を
持って岐阜市、岐阜県防災ヘリ、
岐阜観光索道等関係機関の総勢約
二〇〇名が連携した訓練を行いま
した。
山岳用消火ホースからの放水訓練の様子

訓練は、総延長一㌔㍍を超える
山岳用消火ホースを金華山山麓か
ら山頂付近まで一気に延ばし消火
する訓練に加え、新たに無人航空
機を導入して、上空から飛び火し
た箇所を逐次、地上部隊へ連絡
し、延焼をくい止める訓練も行わ
ざんか
れ、岐阜森林管理署部隊も残火処
理部隊に加わり放水訓練を行いま
した。

梅の花
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〈各地からのたより〉
令和３年３月

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

かわい

せいわ

いきます。

長年基幹作業職員として製品生
産と造林事業の現場作業に携わっ
たので、その知識と経験を活か
し、今後も安全第一で業務を行っ
ていきたいと思います。

■未来の担い手へのメッセージ
「伐ったら植える、そして手入
れをする」昔から変わらない山仕
事。何十年もかけて育てていく森
林のほんの一コマかも知れません
が、自分で計画をたてて伐採から
植林、除伐・間伐と一連の流れを
経験してほしいと思います。
将来、ここの森林は自分が創っ
たと思えることができれば最高で
す。
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シリーズ
﹁森林官からの便り﹂
あいち

巡検箇所 馬の背岩（川合国有林）

このような特色のある所におい
て私は、地域技術官として、生
産・造林請負事業の監督、各種調
査、境界巡検・巡視や森林事務所
の業務協力など、多岐にわたり内
務・外務の業務に従事していま
す。
また生産予定箇所の搬出系統作
成のため現地踏査を行い安全に効
率よく作業が行えるよう作業道の
線形を考え積算事務にあたってい
ます。

列状間伐した現地を確認する筆者

【愛知森林管理事務所】
おがわ
よしのぶ
地域技術官 小川 義信

愛知森林管理事務所は、愛知県
ひがしみかわ
しんしろし
東三河地方に位置する新城市に所
在し、愛知県内十八箇所に点在す
る一一、
〇〇〇㌶
（愛知県内の森林

富士見峠（段戸国有林）から見た御嶽山

うま

りんやちょう
り
も

面積の五％）の国有林を管轄して
います。
とよがわ
やはぎがわ
管内は、豊川及び矢作川源流域
だんど
たかの
である段戸原生林をはじめ、鷹ノ
すやま
ほんぐうさん
う れ や ま
巣山、本宮山、宇連山など登山者
に人気のある山が数多くありま
いぬやま
せ と
す。その一方で、犬山・瀬戸・
とよはし
豊橋国有林などの都市近郊林が多
く存在する管轄区です。
管内を代表する段戸国有林のほ
とんどが人工林であり、その一部
に明治時代に植林された一〇〇年
生以上の高齢級ヒノキ林があり、
だんど さ
ん
毎年少量ですが「段戸ＳＡＮ」ブ
ランドとして出材して市場で人気
となっています。

高齢級間伐されたヒノキ林

令和３年３月

〈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、国有林の林道や治
山工事などを行う林業土木事業体から
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

まり、現場条件・気象条件の中、
効率よく現場を進め、山の樹々の
葉が落ち始めた頃、工事が無事に
完成した時の達成感を味わえるこ
とです。
また、他県を含めた協力業者の
皆さんと共に施工していく中で、
技術者としても人間的にも成長さ
せてもらえる点も現場の大きな魅
力であると感じています。

ことはできませんが、監督員とし
て工事を指揮し、構造物が形に
なっていく姿を見るのはとても魅
力的です。

■未来の担い手へのメッセージ
現在の建設業界は、高齢化や人
手不足が深刻な問題となっていま
す 。「 き つ い ・ 汚 い ・ 危 険 」 と
いった３Ｋイメージを想像するか
もしれませんが、自分の目で確認
することでイメージは変わると思
います。
多くの人は治山工事の現場には
立入ることは難しいと思います
が、災害を最前線でくいとめてい
る現場は非常に魅力を感じると思
います。若い世代の皆さんには、
是非このやりがいを感じてほしい
と思います。
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源地帯となっています。常願寺川
は、全国屈指の急流河川として知
られており、下流に形成された広
せんじょうち
こくそうちたい
大な扇状地では、穀倉地帯や富山
市街地が形成されています。崩壊
地の規模は、面積一・四八㌶、発
ぜいじゃく
生原因は、活断層による脆弱な地
質構造となっており、崩壊地内に
わきみず
ちゅうかんすい
湧水があることから中間水を誘因
とした崩壊と判断されます。施工
にあたり作業の安全確保の為、
ロッククライミングマシンによる
施工を行いました。

■林業土木の世界に
入ったきっかけ

私は幼い頃から外で遊ぶのが好
きで建設機械を見るのが大好きで
した。将来は建設業で働きたいと
考え、大学では土木工学を専攻し
ました。
残念ながら、今でも重機に乗る

工事着手前の様子

﹁林業土木業界からの便り﹂

しんえい

新栄建設株式会社
なかや
たつなり
中屋 達成
（二〇一六年入社）

■事業の概要

筆者

請負事業：スゴ一の谷復旧治山工事

■現場での役割、魅力
私は、工事全体の施工管理を行
いました。現場作業の魅力は、春
先に除雪・崩土除去から作業が始

完成した工事

〈森林のお仕事紹介コーナー（林業土木）〉

発注者：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
たてやまれんぽう
業地のスゴ谷流域は、立山連峰の
やくしだけ
とんびやま
薬師岳（二、
九二六㍍）から鳶山
（二、
六一六㍍）を結ぶ稜線の北側
流域に位置し、常願寺川の上流水

ロッククライミングマシンの施工状況
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も
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令和３年３月

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
貴重な自然の保全と利用の両立を図るため、地元自治体と協定を締結して、自然環境
の保護や自然散策ツアーを行っていただいています。

２．概要

３．成果
完全予約制の有料ガイドツアーを
高山市の指定管理者が開催するなど、
地域の雇用が創出されました。

明治時代後期頃の錦織綱場

布引滝

第８回

４．問い合わせ先

飛騨森林管理署

国有林

平成30年３月に、高山市と飛騨森林管理署は、
「乗鞍山麓五色ヶ原の森」にある国有
林の保護や利用に関する協定を結びました。
高山市は、自然への影響に関する調査・検証を行うとともに、この協定に基づき、原
生林の中に点在する雄大な滝・池・湿地を含む国有林を利用して、自然環境の保護、遊
歩道の整備、避難小屋の管理、ガイドツアーの開催などの活動を行っています。

〜民有林行政、林業や森林土木事業に携わる皆様へ〜

多様な活動の森の協定を活用した地域振興

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

電話0577-32-0101
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