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はじめに

本報告書は、一般社団法人フォレスト・サーベイが受託した、平成26年度林野庁委託事業である

「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうち林業機械・作業システム高度技能者育成事業（森林作業

道作設オペレーターの育成強化）について、その実施結果を取りまとめたものです。 

当該事業では、急傾斜地等において、簡易で丈夫な森林作業道を作設するオペレーターの育成強化

を図ることを目的に、検討委員会の開催、地域実態調査等の実施、「研修教材2010森林作業道づくり」

の補助教材の作成、及びオペレーター研修の実施等を行いました。 

事業の実施並びに報告書の取りまとめにあたっては、林野庁及び関係各位のご指導、ご助言を多く

いただきました。ここに記して感謝する次第です。 

平成27年 3月 

一般社団法人 フォレスト・サーベイ 

代表理事 黒澤 卓 
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第1章 事業の全体概要 

1.1  事業の概要 
【事業の目的】 

本格的な利用期を迎えている森林資源の循環的な利用を図り、森林の公益的機能の高度発揮と持続

的な林業経営を進めていくため、高性能林業機械の機動的な運用を可能とし、地域の状況に合った効

率的な作業システムの確立に不可欠な森林作業道の作設が必要となっていることから、簡易で丈夫な

森林作業道作設技術を有するオペレーターの育成を図ることを目的とする。

【事業の概要】

平成 25 年度まで実施してきた森林作業道作設オペレーター育成対策事業（以下、「同種事業」とい

う。）のうち、森林作業道の作設に必要な技術力の向上を目指して行うフォローアップ研修の充実を

図るため、近年課題となっている急傾斜地やぜい弱地等での路線選定やヘアピンカーブ等の応用土工、

経済的な簡易構造物の施工等の、より実践的な森林作業道の作設について補助教材を作成し、それら

を用いた効率的・効果的なオペレーター研修及び現地検討会を実施するものである。

【事業名】

平成 26 年度「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうち 

林業機械・作業システム高度化技能者育成事業（森林作業道作設オペレーターの育成強化）

1.2  事業期間等 
【事業期間】

平成 26 年 8 月 6 日～平成 27 年 3 月 20 日 

【受託者】

一般社団法人 フォレスト・サーベイ

〒102-0085 東京都千代田区六番町７番地 日林協会館３階 

Tel 03-6737-1297 Fax 03-6737-1298 

1.3  事業の実施体制 
【事務局】

本事業は、フォレスト・サーベイの森林技能者育成事務局が実施した。また、円滑な実施を図るた

めに、一般社団法人 日本森林技術協会 加藤鐵夫理事長にアドバイザーを依頼し、さらに、事業実施

にあたっては、都道府県、森林管理局、森林組合、林業事業体及び関連団体の協力・支援を得ながら

実施した。

具体的な実施体制及び管理体制は、以下のとおりである。
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図 1.1 実施・管理体制図 

【検討委員会】

事業を円滑かつ効果的に実施するため、森林作業道作設に関しての学識経験や豊富な指導・作設経

験等を有する者（7 名）からなる検討委員会（座長 東京大学大学院 酒井秀夫教授）を設置し、補助

教材作成や研修実施にあたり指導や助言をいただいた。

選任した検討委員は以下のとおりである。

表 1.1 検討委員一覧表 

氏  名 所  属

岡橋 清隆 清光林業 株式会社 副会長

鎌滝 晋 株式会社 森林テクニクス 業務部長

酒井 秀夫（座長） 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授

仲尾 浩 有限会社 愛美林 本社統括本部代表取締役

橋本 光治 橋本林業

安田 孝 有限会社 安田林業 代表取締役

山口 光洋 佐賀県 伊万里農林事務所 林務課 普及担当係長

業務 責任担当者 担当者

検討委員会の運営
事務局補佐

渡邉 良範

事務局補佐

渡邉 良範

主任調査員

齊藤 興

主任調査員

大山 友之

専門技師

西原 和也

主任調査員

石井 保

主任調査員

中西 健治

主任調査員

中村 有紀

文献・県・地域実態
調査

主任調査員

大山 友之

補助教材の作成
主任調査員

齊藤 興

研修の実施
主任調査員

齊藤 興

現地検討会
事務局補佐

渡邉 良範

予算管理・経理
事務局補佐

渡邉 良範

主任調査員

山口 敦子

主任調査員

今野 茜

応援
(必要に応じ)

専務理事
野村 章

事業部長
齊藤 敏男

事業の監理

アドバイザー
(日林協理事長)

加藤 鐵夫

統括・管理

事務局長

嶋﨑 省

統括管理補佐

事務局補佐

渡邉 良範

事業内容・進捗
の調整

事務局補佐

渡邉 良範

指導・相談

指導役

酒井 清




