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新局長就任ご挨拶
中部森林管理局長
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使われていることは有名ですが、
令和元年の皇位継承の儀式におい
て建立された大嘗宮にも管内のカ
ラマツ材が使用されました。
また、原生的な自然や希少な野
生動植物を保護する保護林の設
定、森林浴や自然観察等の利用を
目的としたレクリエーションの森
の設定等、木材以外の森林の機能
に着目した取組も積極的に行って
います。
問題は、中部局に限らず国有林
全体の課題ではあるのですが、そ
ういったことが国有林で行われて
いるということをどのくらいの方
たちが知っているのか、というこ
とです。七局の中では、中部局は
地域の方たちと近い関係にある、
と信じたいところですが、いかが
でしょうか。
山の人間は、寡黙であることが

美徳、という雰囲気が無きにしも
あら
非ずですが、関係者の皆様と職員
が協力して一生懸命進めた取組
が、知られていないのであれば残
念な限りです。様々な取組を発信
することによって、国有林が良い
意味で多くの皆様の心に浮かぶ機
会が増えれば、と考えています
（そ
の結果、
「国有林があって良かっ
たね」と思っていただければ、こ
の上ない喜びです）
。
また、何よりも大切なのは、国
有林に関わるあらゆる方々が、安
全で、健康に過ごせるということ
です。特に林業ということに関し
て言えば、他の産業に比べ、災害
の発生率が高いという課題を抱え
ています。このことは何としても
改善していかなければなりませ
ん。目指す方向は一致しているの
で、関係者一丸となって取組が進
められればと考えています。
ＳＤＧｓの実践と言ってしまう
と大概の課題は含まれてしまいま
すが、地球温暖化防止、生物多様
性の保全といった環境問題、いわ

ゆるウッドショックやウクライナ
情勢への対応等国有林に求められ
る役割はその時々で大きく変化し
ています。皆様とともに、課題に
向き合えるよう、努力していきた
いと考えています。

◆略歴
出身地 埼玉県
平成２年４月
林野庁 管理部管理課採用
平成 年４月
林野庁 林政部林政課広報官
平成 年４月
東北森林管理局 計画保全部長
平成 年８月
林野庁 森林整備部整備課
造林間伐対策室長
平成 年７月
林野庁 国有林野部業務課長
令和元年 月
林野庁 国有林野部
経営企画課長
令和３年４月
林野庁 森林整備部計画課長

❶



六月二十八日付で中部森林管理
局長に就任した関口です。よろし
くお願いいたします。
また、中部森林管理局に関わる
すべての方々に、あらためて日頃
からのご理解、ご協力に感謝申し
上げますとともに、引き続きのご
支援をお願いする次第です。
さて、中部局あるいは局管内の
国有林の特徴とはどんなもので
しょうか。全国に七つの森林管理
局 が あ り ま す が、 国 有 林 面 積 約
六十五万㌶は四番目、位置的にも
真ん中あたりといかにも中庸です
が、質的にみると雄大な自然とそ
れに伴う観光資源の多さ、木曽ヒ
ノキに代表される高品質な木材資
源、標高差からくる樹種の多様性
等々、様々思い浮かぶところです。
木材で言えば、伊勢神宮での式
年遷宮に管内国有林のヒノキ材が
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〈本局のトピックス／新局長就任ご挨拶〉
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退任にあたっての
ご挨拶
かみ

れんぞう

なっている○
高○
国木曽ヒノキに代
表される高齢級人工林材や特殊な
樹種・規格材の供給を合わせて、
国有林としての役割を果たせるよ
う取り組んでまいりました。広域
流通、域内流通とも、プラスの変
化が見られるようになっており、
今後に期待がかかります。供給に
携わる関係者が、ヨコのまとまり
とタテのつながりを強固にするこ
とが非常に大切になると考えてお
ります。
本誌をはじめ様々なツールを
使って中部局の取組を発信してお
りますが、引き続き国有林野の管
理経営にご理解を賜りますようお
願い致します。

最後に、県及び市町村、関係す
る法人・会社、並びに本誌を読ん
でくださっている方々に１年間の
御礼を申し上げるとともに、皆様
の益々のご発展とご健勝を祈念致
しまして、退任の挨拶とさせてい
ただきます。誠にありがとうござ
いました。

❷

前局長 上 練三

り住民避難の支援を行いました。
自然災害は起きて欲しくないこと
ですが、発生直後の緊急対応がい
かに重要かに直面する出来事でし
た。
他方、
「新しい林業」の実践に向
けては、林業の現場が抱えている、
丸太生産性の向上と造林初期の低
コスト化の実現に向け、生産性向
上実現プログラムと伐造一貫作業
に継続して取り組み、着実に前進
しました。これに加え、低コスト
化新技術モデル実証の検討を行
い、伐採から造林初期までのトー
タルコストの低減に着手すること
ができました。
また、いわゆるウッドショック
といわれる輸入木材不足に端を発
する需給ひっ迫と価格高騰は、国
内資源の供給力を高めることに
よって、和らげるとともに、カー
ボンニュートラル達成を含めた木
材・木質素材、とりわけ豊富な国
内資源の利用拡大に大きなチャン
スになります。その中心となって
い る 一 般 材 に、 中 部 局 の 特 徴 に

令和４年度長野県植樹祭・長野地域森林祭（R4.5.28）
：一番左が局長



この度の異動で、中部局を離れ
ることになりました。
コロナ禍の中で、基本的な感染
対策をとりながら、実行方法を工
夫して業務に当たるという時期で
の勤務でしたが、関係の皆様や読
者の方々のご協力により、在任を
終えることができ、心より感謝申
し上げます。
昨今連続している豪雨・台風等
による災害は、在任した令和三年
度も、お盆の真っ只中に発生しま
した。関係の市町村や県と連携し、
被害状況の把握、応急復旧等に加
え、長野県内では迂回路提供によ

インタビュー取材（R4.5.27：局長室）
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中部の森林
林業従事者写真コンテスト

「令和の林業に携わる姿と風景」

季節や天候で日々変化する自然を相手
にした山の中の林業の現場…。普段は人
目に触れない、人里離れた森林で安全第
一に頑張っている林業従事者の姿や林業
の現場を広く知っていただくため、中部
森林管理局主催の「中部の森林、林業従
事者写真コンテスト」
を開催いたします。
応募作品のテーマは、

〈特集記事／「中部の森林 林業従事者写真コンテスト」の作品募集中〉

令和以降に撮影された伐採、集造材、
運材、造林、安全作業、新技術、休息時
間、通勤、監督、調査など、山で働くあ
らゆる場面の一コマを募集します。もち
ろん、単独の作業だけでなく、ドローン
で撮影したチーム全体の作業風景も被写
体となり、動画から切り取られた静止画
像も対象です。
応募の対象者は、富山県、長野県、岐
阜県、愛知県の森林で働く林業従事者と
それに関係する調査等をする方に限定し
ています。
ご応募いただいた作品は、広報誌やデ
ジタル森林紀行（通称「デジ森」
）と同じよ
うに当局のホームページなどでご紹介さ
せていただきます。また、貴重な記録と
して保存するとともに広く活用させてい
ただきます。
林業従事者のみなさまからのご応募を
お待ちしております。
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令和の林業に携わる姿と風景

写真募集

技
人

森で撮れた、自分や
同僚・仲間の
な写真を送ってください。

写真はデジカメ・スマホ
・ドローンなどなんでも

応募は簡単！

主催：中部森林管理局
共催：長野国有林森林整備協会、名古屋造林素材生産事業協会、
富山県森林組合連合会、長野県森林組合連合会、
岐阜県森林組合連合会、愛知県森林組合連合会
後援：富山県、長野県、岐阜県、愛知県
PR ポスター VerR4.7.1

応募できる撮影地域は
富山・長野・岐阜・愛知県内
応募は一人 5 点まで

撮影は安全第一で

応募要領はこちら

QR コードから
くわしい
応募要領は
こちら

◆入選作品について
・発表
：中部森林管理局HPに掲載します。
・賞
：最優秀賞１点、優秀賞４点、入選１０点
◆応募写真について
・令和以降に撮影された未発表作品であること。
・応募作品の使用権は主催者
（中部森林管理局）
に属します。
また、作品は展示用にプリントするなどして使用します。
◆表彰式
令和５年２月には入選のお知らせと、表彰式出席の可否を確認させて
いただきます。
※肖像権に関わる問題が生じた場合は、応募者の責任とします。

❸

「風とせせらぎの森林」
の整備と
「立山天空の森」整備活動計画の

当日は曇り空でしたが、倶楽部
の会員七名と森林管理署職員四名
で作業を行い、心地よい汗をかく
ことができました。

「立山天空の森」整備活動計画
は、立山黒部アルペンルート沿線
の緑化復元事業の際に肥料木とし
て植栽されたミヤマハンノキが、
現在は大きく繁茂しており、観光
バス等の交通の安全や美しい眺望
の支障となるほか、本来の植生へ
せんい
の遷移が停滞している例が見られ
じょばつ
るため除伐等を実施するもので
す。
昨年度、関係機関、地元企業、
専門家等で構成される立山ルート
緑化研究委員会と連携し、富山県
森林研究所等の助言をいただきな
がら試験的にミヤマハンノキの除
伐作業を倶楽部のみなさまと実施
しましたが、この度、協定を締結
したことで継続的に森林整備を
行っていただけることになりまし
た。
立山黒部アルペンルートは中部
山岳国立公園内に位置し、本協定
による主な活動区域は標高二千
メートル付近に位置していること
から、高山植物など稀少植物も多
く生育しているため、作業着手前
には植生調査などを行い、植生の
復元に影響を及ぼさないよう慎重

に行うこととしています。また、
除伐した枝や葉は土砂の流出を防
ぐため立山黒部アルペンルート沿
線の遊歩道の近辺に敷設すること
としています。
植生の復元は困難であり、事後
の検証も長い年月をかけて行う必
要がありますが、本協定を機に地
域にも貢献できればと考えていま
す。
なお、今年度の活動は、七月末
に予定しており、倶楽部や関係機
関とも協働で行うこととしていま
す。

❹
❻

協定締結

また、五月二十六日には、富山
市ファミリーパーク内の自然体験
センターにおいて、新たな国民参
加の森林づくり活動の取組である
「立山天空の森」整備活動計画協定
書の調印式が倶楽部と当署により
執り行われました。
調印式は、倶楽部の通常総会と
合同で開催され、会員が見守る中、
なかしま あき ふみ
当署の中島 章 文 署長と倶楽部の
やまもとしげゆき
山本茂行副理事長
（理事長代理）
が
調印を行いました。

調印式の様子


【富山森林管理署】
五月二十一日、
「社会貢献の森」
の協定を締結しているＮＰＯ法人
きんたろう倶楽部（以下「倶楽部」
）
おおさわの
と富山市大沢野国有林において、
竹の 除 去 作 業 及 び 除 去 し た 竹の
チッパー粉砕の作業を行いました。
大沢野国有林は防風保安林に指
定されており、下層植生を促進さ
せ防風機能を維持することを目的
に、
「風とせせらぎの森林」の名称
で二〇一〇年より活動を行ってい
ただいております。

除去した竹のチッパー粉砕作業

せせらぎの森林の作業終了
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管内の各地で
植樹祭が開催されました

六月五日、山ノ内町志賀高原蓮
池スキー場にて、
「第八回信州志
いちかわ え び ぞ う
賀高原から始まる市川海老蔵『い
のちを守る森』づくり」がＡＢＭＯ
ＲＩ実行委員会の主催で開催され
ました。
当日は市川海老蔵さんをはじ
め、公募による一般参加者（長野
県内）
、中野西高校
（植樹リーダー）
の生徒ら約五百人が参加し、
「ミ
ズナラ」
「ウラジロモミ」など十三
種類の苗木三千本を植樹しまし
た。

ABMORI・作業後の記念写真



ほくしん

【北信森林管理署】
ちゃうすやま
五月二十八日、長野市の茶臼山
自然植物園にて、長野県植樹祭
（長
野会場）
・長野地域森林祭が開催
されました。
のぶさと
当日は、地元の信里みどりの少
年団をはじめ、林業関係者や協賛
企業など約百十名が参加し、晴天
の下で盛大に実施され、
「オオヤ
マザクラ」「ヤマボウシ」「ヤマモミ
ジ」
「オオモミジ」
「ハウチワカエ
デ」の五種類の苗木七十本を植樹
しました。

式典の様子（中央が上局長）

令和４年７月

〈各地からの便り〉
第 220 号

長野地域森林祭・みどりの少年団と力を合わせて風倒防止用の支柱を設置

佐久地域森林祭・
長 野県植樹祭（佐久会場）を開催
とうしん

［東信森林管理署］
き た さ く ぐ ん たてしなまち
六月十一日、北佐久郡立科町の
なんだいら
南 平 公園にて、佐久地域森林祭・
長野県植樹祭（佐久会場）が開催さ
れました。
佐久地域森林祭は、当署をはじ
め、佐久地域の林業関係機関が主
催する行事として毎年行っていま
すが、今年度から長野県植樹祭が
地域毎に分散して実施することと
なり、合同での開催となりました。
式典では、主催者を代表して立
科町長からの歓迎の挨拶があり、
地元小学生のみどりの少年団によ
る「みどりのふれあい宣言」には、
参加者から大きな拍手が送られま
した。
昨年、一昨年と新型コロナウイ
ルスの影響で中止となっていた式
典でしたが、最後に野鳥愛護の精
神をはぐくむために、みどりの少
年団がキジの放鳥を行い、和やか
な雰囲気で終了しました。
式典後の植樹は、心配された雨
に降られることもなく、来賓によ

る「シラカバ」の苗木の記念植樹お
よび約三百名の参加者全員で「カ
ラマツ」のコンテナ苗を、額の汗
をぬぐいながら丁寧に植え付けま
した。
参加者は、十年後、二十年後の
成長に思いをはせながら、佐久地
域でのカラマツ林業の再生を願
い、無事作業を終えました。

❻

し も た か い ぐ ん きじまだいらむら

北信州森林祭・北信地域の市町村が協力してカラマツを植樹

六月十八日、下高井郡木島平村
いけ たいら
池の平地区にて、北信州森林祭が
開催されました。
当日は、木島平村のみどりの少
年団、北信地域の各市町村長等ら
約百三十人が参加し、
「カラマツ」
四百五十本を植樹しました。
植樹祭スタッフとして、参加者の体調を確認

新型コロナウイルス感染症によ
る中止も予想される中、規模の縮
小や検温、消毒等の感染症対策を
行いながら実施された三箇所での
植樹祭でしたが、当署の職員は植
樹祭のスタッフや植樹リーダーと
して、各地域や団体のみなさまと
ともに汗を流し、地域の緑化と森
林資源の整備に取り組みました。

佐久地域森林祭・みどりの少年団による「みどりのふれあい宣言」
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〈各地からの便り〉
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なかしま

まめに水分や塩分を摂るなど、熱
中症対策をしながら祭典を盛り上
げました。
二日連続となる木工教室でした
が、その準備や当日の対応に、富
山署職員一丸となって取り組み、
多くのお客様のマスク越しの笑顔
を見ることができました。

❼

「第十七回新川森林祭」と
「
 とやま森の祭典二〇二二」

植樹するみどりの少年団と中島署長

【富山森林管理署】
う お づ し
五月二十八日、富山県魚津市に
ある魚津桃山運動公園において、
第十七回新川森林祭が開催されま
した。
平成二十九年五月二十八日に当
運動公園において第六十八回全国
植樹祭が開催され、それから五周
年を迎えた今年度においても、大
切な日本の国土を次の世代に継承
していこうとする機運を継続させ
るため、魚津市制施行七十周年記
念行事として開催された森林祭で
す。

式典には当署の中島署長が出席
翌日の五月二十九日には、富山
い み ず し
たいこうやま
し、新川地域の林業関係者や魚津
県射水市にある県民公園太閤山ラ
花とみどりの少年団など地元関係
ンドにおいて、富山県及びとやま
者と一緒にサツキツツジを植樹し
緑化推進機構が主催する「とやま
ました。また、会場において木工
森の祭典二〇二二」が開催されま
教室を開催したところ、約七十名
した。
に っ た は ち ろう
の子どもたちが木工に挑戦し、職
式典には新田八朗富山県知事を
員が作った見本を参考にしつつ、 はじめ、林業関係者が参加し、式
とても独創的な作品を製作してく
典後にはアジサイが植樹され、ア
れました。
ジサイの苗木などの無償配布も行
われました。
また、会場内では、スマート林
業など、富山県の森林・林業・木
材や緑化に関する展示のほか、
「森
の寺子屋」
「樽型の形状をしたバレ
ルサウナ」
「伐採ＶＲ（仮想現実）
」
「ドローン」
「ツリークライミング」
「しいたけの植菌」などの体験がで
きるコーナーもありました。
県産材利用普及を図るブースの
一角において、当署では木工教室
を行い、親子づれなど約五十名に
グルーガンを使用して木工クラフ
トを楽しんでいただきました。
当日は、三十度を超す季節外れ
の真夏日で、新型コロナウイルス
感染症対策の観点からマスクの着
用を徹底していたため、職員はこ
木工教室のブース内の様子

コロナ禍で久しぶりのイベント
開催ではありましたが、当日は天
候に恵まれ、親子づれの参加者に
も木工教室は好評で、楽しかった
という声を多くいただきました。

親子で木工作品を製作する様子

令和４年７月
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