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写真：令和３年度新規採用者（中部森林管理局森林鉄道前）
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「恋する花子まっぷ」
第一弾が完成


hghghghghghghghghghghghghghg

が

やま

コロナが収束しましたら、花子
が恋した「乗鞍岳」へ、花子まっぷ
を片手にぜひお出かけください。

hghghghghghghghghghghghghghg

hghghghghghghghghghg

※ 乗
〇〇〇㍍級の山岳地帯
 鞍岳は三、
ですので、酸素は平地よりも薄く、
天候の急変も起こります。軽装やサ
ンダル、ハイヒールでの登山は大変
危険です。
なお、乗鞍エコーライン（長野県
側）及び乗鞍スカイライン（岐阜県
側）の道路開通情報は左記のＱＲ
コードを読み込んで事前にご確認く
ださい。
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ピーと共に誕生しました。まっぷ
に登場する花子は、都市部で勤務
しており、日常生活の無機質な環
境に疲れ、恋する国有林に会いた
くてたまらず飛び出していく姿が
描かれています。
第一弾でご紹介する乗鞍岳は、
シャトルバスやタクシーを利用す
たたみだいら
れば標高二、
七〇〇㍍の畳 平まで
一気に到達することができるアク
セスの良さと、バスを降りてすぐ
に、急峻な岩肌を背景に、高山植

物の女王コマクサをはじめとする
「恋する花子まっぷ」は、今後バ
多様な花々の饗宴が目に飛び込
スターミナルや畳平の施設、山小
み、まるで別世界に足を踏み入れ
屋等に設置するほか、林野庁ホー
たような感覚を味わうことができ
ムページからダウンロードするこ
る数少ない国有林です。
とができます。
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

「恋する花子まっ
ぷ」のダウンロー
ドはこちらからの
ＱＲコードを読み
込んでください。

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

林野庁情報誌「林野−RINYA−」にて「お山ん画」
を担当し、現在は北海道森林管理局に勤務する
ひらた み さ こ
平田美沙子氏により描かれた、目を見張るほど
繊細な描写で表現された高山植物のイラストは
一見の価値ありです。

乗鞍スカイライン

hghghghghghghghghghg

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

乗鞍エコーライン

【保全課】
全国の様々な「レクリエーショ
ンの森」を多くの皆様に知ってい
ただくために林野庁で企画され
た、国有林に恋する主人公「花子」
がその魅力をお伝えする「恋する
花子まっぷ」
。その記念すべき第
一弾に、長野県と岐阜県にまたが
のりくらだけ のりくらしぜんかんさつきょういくりん
る「乗鞍岳」（乗鞍自然観察教育林）
が選ばれ、このほど完成いたしま
した。
「恋する花子まっぷ（乗鞍岳）」完成しました。

「花子」は林野庁本庁の「レクリ
エーションの森」担当職員らに
あ な た
よって、
「わたし、国有林に恋し
てた。
」 という鮮烈なキャッチコ

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋
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廣田 祐一

ゆういち
ひろた

たかし

山口

孝

やまぐち

新幹部の紹介
（４月１日）

とっていたことがマスク着用にな
ると半減、身振り手振りを交え話
すことが伝わる、伝える上で重要
なことにも気づきました。
一方で新たな取組としてオンラ
イン会議や研修も業務に取り入れ
進める中、これまでの出席に要す
る移動時間について考えさせられ
ました。引き続き新型コロナウイ
ルス感染防止として、三つの密を
避ける、人と人の距離の確保、マ
スク着用等に努める中でも、皆様
の 声 を し っ か り 聞 き、 熱 を 感 じ、
安全の確保と健康の増進、法令遵
守と綱紀の保持の取組を常に意識
し、楽しく仕事をさせていただき
たいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
【略 歴】
出身地 長野県
昭和 年４月
前橋局 土木課採用
平成 年４月
林野
 庁 管理課課長補佐（施設営繕班
担当）
平成 年４月
関東局 吾妻森林管理署長
令和２年４月
林野
 庁 林政課管理官（契約適正化推
進担当）

る民国連携に積極的に取り組みま
したが、地元自治体等からの国有
林に対する期待や支援を求める声
が、これまでになく大きなものと
なってきていることを肌で感じま
した。中部局でもこうした地域の
森 林 整 備 部 長 を 拝 命 し ま し た、 声を的確に拾い上げながら業務に
山口孝です。よろしくお願いいた
取り組んでいきたいと考えていま
します。
す。
出 身 は 山 の 無 い 千 葉 県 で す が、
中部局はもちろんですが、森林
信州大学農学部森林科学科を経て
管理局での勤務自体が初めてとな
平 成 五 年 に 林 野 庁 に 入 庁 し、 丸
りますが、大学時代以来の長野県
二 十 八 年 が 過 ぎ ま し た。 こ の 間、 での生活ということで、なんだか
国有林の業務経験としては、入庁
故郷に戻ってきた気持ちです。仕
いくとら
二年目の旭川支局幾寅署（現上川南
事に、また趣味である登山やラン
ニングに精一杯頑張っていきたい
部署）森林官（一年）
、前々職の林野
と思っていますので、皆様どうぞ
庁経営企画課（二年）
、前職の関東
えんな
よろしくお願いいたします。
局塩那署（三年）と六年余りしかあ
りません。ただ、直近の五年間は、
一般会計移行後の国有林野事業の 【 略 歴】
出身地 千葉県
重要な時期に本庁と最前線の森林
平成５年４月
管理署で業務を担当できたことは
林野庁 林政課採用
自分にとって非常に大きな経験と
平成 年 月
なりました。
大臣
 官房 広報評価課課長補佐（独立
特に、前職の塩那署では森林経
行政法人評価）
営管理法の成立・施行と森林環境
平成 年４月
林野
譲与税の創設、国有林も国有林野
 庁 経営企画課課長補佐（経営計
画班担当）
管理経営法の改正と、林野行政の
平成 年４月
枠組みが変わった節目の時期に国
関東局 塩那森林管理署長
有林の最大ミッションの一つであ

10

総務企画部長

皆様こんにちは。総務企画部長
を拝命いたしました廣田です。
中部森林管理局名古屋事務所を
離れ十年目、日本海から太平洋に
連なる脊梁山脈の山々は、日本を
代表する美林や魅力ある森が地域
の観光資源としても親しまれるな
ど、豊かで多様な国有林の管理経
営に取り組む中部森林管理局の皆
様と一緒に奉職できることに、ご
縁と重責を感じております。あら
ためましてよろしくお願いいたし
ます。
さて、昨年度より、新型コロナ
ウイルスへの対応においては、組
織、職員及びご家族を含め様々な
出来事があったと思われます。私
自身も三ヶ月に及ぶ連日テレワー
クを体験しました。日常の会話で
笑いや悩みを共感していたことに
あらためて気づきました。対面に
おいても相手の表情の変化を感じ
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森林整備部長

お別れにあたって
退官ご挨拶
あいざわ

前総務企画部長 相澤

はじめ

肇

コミュニケーションも難しい状況
になりましたが、新しい業務運営
の姿を見たような気がしました。
こうした中、私は一度だけ自分
の車で赤沢自然休養林の木曽ヒノ
キを見に出かけました。これが木
曽ヒノキかと、森林を眺めた記憶
がよみがえります。
（悠久の森も見
たかったな！）
今後、この新型コロナウイルス
感染症対策もワクチン接種が進み
一日も早く終息し、デジタル化の
進展と共に新たな中部森林管理局
として発展することを願っており
ます。
中部森林管理局が最後の勤務地
であったことは幸せであり、また
心残りでもあります。コロナが終
息した暁には、ゆっくり木曽ヒノ
キの美林を眺めに訪れることを思
いながら、職員皆様のご健康とご
多幸をご祈念申し上げ、お別れの
言葉とさせていただきます。あり
がとうございました。

お別れにあたって
転勤ご挨拶
かわと

ひでき

川戸 英騎

ているさまざまな仕事に皆様とと

もに携わることができ、とても幸

せでした。

素晴らしい森林を次世代へ継承し

前森林整備部長

四月一日付けで、九州森林管理

ていくために、中部森林管理局の



これから先、中国をはじめとす

る新興国では木材需要が増加する

と見込まれ、最近では輸入材の価

格も高騰しています。国内の森林

から木材を安定的に供給すること

が、ますます重要になるはずです。

これまで守り育ててきた森林の機

局へ異動となりました。平成三十

一層の活躍を遠くから応援いたし

能を最大限に発揮しながら、より

年 四 月 に 赴 任 し て か ら の 三 年 間、

ます。

し上げます。

皆様のご健勝とご多幸を祈念申

事業体の皆様、地域の皆様、そし

て職員の方々に大変お世話になり

だいじょうきゅう

ました。紙面をお借りしてお礼を
申し上げます。

この三年の間に、大 嘗 宮への良

質 な 皮 付 き カ ラ マ ツ 丸 太 の 供 給、

新型コロナウイルスの影響による

木材需要の変動に対する国有林材

の供給調整、豪雨等による被害か

らの復旧事業、クマの錯誤捕獲を

防止するシカ用くくりワナの開発

をはじめ、中部森林管理局が行っ
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日本三大美林、青森ヒバ・秋田
スギに携わり、そして最後の一つ
木曽ヒノキの聖地へと思いをはせ
赴任してから、あっという間に二
年間が過ぎ退官することになりま
した。
この二年間は、ＣＳＦ（豚コレ
ラ）
、浅間山の噴火、令和元年の台
風十九号、令和二年の七月豪雨災
害、そして二回の緊急事態宣言が
出された新型コロナウイルス感染
拡大防止への対策などに追われた
日々を思い出します。
特に令和二年の緊急事態宣言下
では、各行事等が中止やＷＥＢ会
議等に様変わりし、現場に出る機
会を失い、また、職員の方々との

中部局庁舎とソメイヨシノ

第 205 号

〈特集記事／お別れにあたって〉
令和３年４月

新規採用者の紹介
①出身地
②趣味・特技
③社会人になっての抱負

どうぞよろ
しく
�
お願いします

①長野県大桑村
②サッカー、数独
③様々
 なことに挑戦し知識や経験を積
むことで、少しでも職場や地域の方々
のお役に立てるよう頑張ります。

すみか

①岐阜県養老町
②絵を
 描くこと、野鳥観察、ランニング
③様々
 な業務を経験し積極的に仕事
や知識を学びたいです。職場や地
域の方々に貢献できるよう頑張り
ます。

①大阪府寝屋川市
②バレーボール
③職場
 や地域の方々に貢献できるよ
う、向上心を持って業務にあたり
たいと思います。

①千葉県鴨川市
②銭湯巡り、自動車運転
③広い
 目で物事を捉える能力を付け
ていき、しっかり考えて動けるよ
うになりたいです。

（南木曽支署）

①岐阜県関市
②植物図鑑をみること
③様々
 な知識や技術を身につけ、早く
職場や地域の方々に貢献できるように
したいです。

（南木曽支署）

①長野県栄村
②スキー
③様々
 なことに挑戦し知識を身につ
け、地域や社会に貢献できるよう
頑張ります。

①愛知県江南市
②散歩、書店巡り、ボードゲーム
③一日
 でも早く本格的な業務を行う
ことができるよう日々勉強を進め
ていく所存です。

（飛騨署）

①愛知県名古屋市
②テニス、スキー
③一日
 も早く仕事に慣れ、色々なこ
とを学び、治山グループの一員と
して力になれるようになりたいと
思います。

①新潟県上越市
②イラスト、音楽鑑賞
③でき
 るだけ多くのことを経験、吸
収し業務に貢献していきたいです。

かわい

桑原二千夏

こうすけ
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み う

河合 美雨

くわはら に ち か

大脇 皓介

おおわき

（南信署）
（木曽署）
（木曽署）

（北信署）

（中信署）

やすだ

いずみ

き だ

ちなつ
まつばら
こうすけ

安田 純樺

木田 和泉

大澤雄太朗
おおさわ ゆ う た ろ う

松原 千夏
（東信署）

①岐阜県高山市
②バードウォッチング
③様々
 な技術や業務を経験し、でき
るだけ早く地域の役に立てるよう
頑張ります。

①愛知県名古屋市
②植物観賞、ゲーム、居合道
③自分
 にできることを一つずつこな
しながら、日々の学びを楽しんで
いきたいと思います。

（北信署）

橋本 昂祐
小林ひかる

唯

かんじ
あさひ

はしもと

こばやし

（富山署）

大坪

ゆい
おおつぼ

朝日 莞二

令和３年４月
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（愛知事務所）

まつした

ち さ

松下 千紗
（東濃署）

りょうた

川谷 亮太
（中部局）

①京都府木津川市
②旅行、サイクリング
③何事
 にも一生懸命に取り組み、少
しでも早く職場や地域の方々に貢
献できるよう頑張ります。

①奈良県奈良市
②釣り
③必要
 なスキルを身につけ、様々な
業務に貢献できるよう努力をして
まいります。

ようこそ！
中部森林管理局へ

令和三年四月、中部森林管理
局 へ 十 六 名 の 職 員 が 採 用 さ れ、
管内各署等に配属となりました。
令和三年度中部森林管理局入
庁式の様子などを紹介させてい
ただきます。

かわたに

①愛知県名古屋市
②買い物、食べること
③他業
 種からの転職で分からないことだ
らけではありますが、日々勉強の気持
ちで職務に励みます。どうぞよろしく
お願いします。

ゆうた

籏本 悠太

①富山県立山町
②ピアノ、バドミントン
③謙虚
 さと向上心を持ち、多くの経
験を積んで地域に貢献できるよう
に頑張ります。

①長野県安曇野市
②弓道、お菓子づくり
③健康
 第一で事故がないようにしま
す。職場の雰囲気になじみ、楽し
く活動できたらいいなと思います。

はたもと

第 205 号

R3.4.7

13：14～

新規採用職員紹介
幹部職員が見守る中、一人ひとり、
13：17～
名前と所属を呼ばれながら、元気に
返事をし、起立。
13：14～
13：27～

さえき

たくや

佐伯 拓也
（岐阜署）

しもかわ

下川

めぐみ

入庁式トピックス
13：14～

13：14～

13：17～

13：17～

13：14～
13：27～

局長訓示
13：14～
公務員の心構え、組織の使命とと
13：27～
もに、「課題を見つけ、成果を上げ
るのが社会人」、「仕事は厳しく、人
には優しく」と訓示。 13：17～
13：38～

先輩職員祝辞
周りには、サポートしてくださる
13：17～
13：38～
上司、諸先輩がいるので、一人で悩
まずに相談しながら仕事を進めて欲
しいと祝辞。
13：27～
14：33～

13：17～
13：38～

13：27～
14：33～

13：38～
14：39～

13：27～
14：33～

13：38～
14：39～

14：33～

13：38～
14：39～

14：33～

14：39～

記念撮影
澄み渡る青空のもとで、中部森林
14：33～
管理局庁舎をバックに、採用同期と
記念撮影。

新規採用者研修 総務企画部長挨拶
自らの失敗談から教訓を学び、社
14：39～
会人としての健康管理・メンタルヘ
ルスなどに留意して欲しいと挨拶。

14：39～
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恵

（中部局）

新規採用者研修 開講式
これから 3 日間、国家公務員とし
ての基本事項（公務員倫理、労務管
理、ハラスメント防止…など）を学
びます。

蒲原沢復旧治山工事
施工者 株式会社笠原建設

大持林業専用道新設工事
施工者 マツナガ建設株式会社

白井沢（フカ洞）復旧治山工事
施工者 有限会社共和土木
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林野庁長官賞受賞工事

岩倉沢（タルガ沢）復旧治山工事
施工者 三留野土建株式会社

令和二年度 治山・林道工事
コンクールについて

また、林野庁長官賞を受賞した
工事の監理技術者、主任技術者、
現場代理人及び監督職員の九名の
方が中部森林管理局長賞を受賞さ
れました。
なお、林野庁長官賞表彰式並び
に中部森林管理局長賞表彰式は、
新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から行わず、表彰状を各
受賞者にお送りさせていただきま
した。
今後も、本コンクールの趣旨に
則って関係者間で技術の研鑽、創
意工夫等を行っていただき、より
一層優良で模範となる工事を実施
いただくことを期待しています。

受賞者に贈られる木製表彰状（局長賞）



【治山課・森林整備課】
治山・林道工事コンクールは、
国有林野の公益的機能を高度に発
揮させるとともに、林業の成長産
業化の推進に貢献した治山・林道
工事であって、民有林の模範とし
てふさわしいものを表彰すること
により、工事における計画、設計・
施工の適正化及び技術の向上、並
びに関係者の意欲高揚に資するこ
とを目的に実施しています。
令和二年度は、令和元年度に実
施した治山工事百十二件、林道工
事五十三件のうち森林管理署等よ
り推薦された治山工事二十四件、
林道工事十件を対象に、令和二年
十月十六日に有識者を含めた審査
委員会において優良工事二十件を
選出しました。
そして、林野庁長官賞四件（治
山工事部門三件、林道工事部門一
件）
、中部森林管理局長賞十六件
（治山工事部門十一件、林道工事
部門五件）の工事の受賞が決定し
ました。
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