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応用土工（転石を利用した洗越し） 応用土工（沈砂池を用いた排水） 

応用土工（湧水箇所での丸太横断溝） 応用土工（まさ土対策としての丸太組） 

バックホウの日常点検 既設作業道の確認（表土の利用） 

雨天時対応（水みちの確認） 意見交換 
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2.4.9 講師向けアンケート結果 
全 27 会場で実施したオペレーター研修について、講師全員に対し、アンケート調査を行った。 

オペレーター研修講師に対するアンケート調査の結果概要は、以下のとおりである。

○オペレーター研修講師に対するアンケート調査の結果概要

■ Q1 オペレーター研修全体について

今回の研修について、全員が「大変

良かった」「良かった」と回答している。

理由として、全体的に前向きな意見や

質問が出され受講生全員が熱心に研修

に取り組んでいた、受講生の技術レベ

ルにあった研修が実施できた、運営担

当者による素晴らしいコーディネート

により良い雰囲気で建設的な研修とな

った等の意見があった。

■ Q2 受講人数について

受講人数については、「ちょうどよ

い」との回答は 9 割半程度となり、バ

ックホウ 1 台で作業をローテンション

するにはちょうど良かった、全体とし

てまとまりがあった、受講生は基本土

工を十分に理解している者であったた

めスムーズに進行し目標が達成できた

等の理由があった。また、「少なかった」

との回答が少数あった。

■ Q3 研修期間について

研修期間については、「ちょうどよ

い」との回答は 6 割となり、全ての応

用土工を指導するには短すぎるがテー

マを決めてやるにはちょうどよい、日

数が長いと参加しにくくなる等の理由

があった。「短かった」との回答は 3

割となり、ヘアピンカーブが仕上げら

れなかった、作設実習をもう 1 日程し

たかった等の理由があった。

43%
57%

0%
0%

0%
①大変良かった

②良かった

③あまり良くなかった

④良くなかった

無回答

0%

97%

3%
0%

0%

①多かった

②ちょうどよい

③少なかった

④その他

無回答

3%

60%
30%

7%
0%

①長かった

②ちょうどよい

③短かった

④その他

無回答
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■ Q4 研修会場について

研修会場について、「大変良かった」

「良かった」との回答は合計して 7 割

半程度となり、適度に難易度が高かっ

た、緩～急傾斜と様々な地形であった、

ヘアピンカーブを作設することができ

た等の理由があった。「あまり良くなか

った」との回答は 2 割半程度となり、

応用土工の必要性があまり感じられな

い地形であった等の理由があった。

■ Q5 受講生の技術について

受講生の技術について、「大変向上し

た」「向上した」との回答は合計して 9

割となり、研修開始時と比べ効率の良

い重機操作をするようになった、丸太

組工法を経験できた等の理由があっ

た。「あまり向上しなかった」との回答

は 1 割となり、難易度が高い区間の作

設は見てもらうことがメインになって

しまった等の理由があった。

■ 自由記入欄

・技術の向上のために、難易度の高い研修会場にすると、物理的に作設に時間がかかってしま

い、研修期間内に完成しないというジレンマがある。

・研修期間が限られているため、より効果的に指導する方法を考えていきたい。

・受講生が研修で学びたいと思っている内容や技術レベルを事前に把握したい。それに合わせ

て、どのような応用土工をするか、事前にしっかり準備する。

・講師という立場で指導にあたったが、自分自身も勉強になった部分がある。

・抜根作業に苦労した。立木の大きさに合わせたバックホウを選んでほしい。

・受講生の所属する事業体の上司に、半日でも良いので視察に来ていただけると、受講生の技

術の向上につながると思う。

・研修会場の提供者が見学に来られ、今後の作設路線や作業計画の考えを説明していただき、

大変有難かった。研修で作設した路線が迷惑になっていないか、いつも気になっている。

13%

64%

23%

0%
0%

①大変良かった

②良かった

③あまり良くなかった

④良くなかった

無回答

13%

77%

10%
0% 0%

①大変向上した

②向上した

③あまり向上しなかった

④向上しなかった

無回答
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2.4.10 受講生向けアンケート結果 
全 27 会場で実施したオペレーター研修の 終日に、研修の修了者全員に対し、アンケート調査を

行った。

受講生に対するアンケート調査の結果概要は、以下のとおりである。

○受講生に対するアンケート調査の結果概要

■ Q1-(1) オペレーター研修全体について

今回の研修について、ほぼ全員が「大

変良かった」「良かった」と回答してお

り、知らなかった工法を学べた、少人

数で直接講師に教えてもらえた、技術

向上のため具体的に何をすれば良いか

教えてもらえた等の理由があった。ま

た、「あまり良くなかった」との回答の

理由の中には、悪天候で現地実習の時

間が減ったという意見があった。

■ Q1-(2) 講師について

講師については、全員が「大変良か

った」「良かった」と回答しており、理

由として、路線選定や作設時のポイン

トを分かりやすく教えて頂いた、難し

く感じていたこともステップを踏んで

説明して頂いた、オペレーター目線で

指導をして頂けた、経験豊富な講師か

ら貴重な話を聞けた、質問がしやすか

った等の意見があった。

■ Q1-(3) 実習期間について

実習期間については、「ちょうどよ

い」との回答が 6 割程度となり、現地

実習中心で良かった、もっと学びたい

があまり長くは職場を離れられない等

の理由があった。「短かった」との回答

は 2 割半程度となり、まだまだ学ぶこ

とが多い、重機に乗る時間が短かった

等の理由があった。また、「長かった」

との回答は 1 割程度となった。 

69%

28%

2%
0%

1%
①大変良かった

②良かった

③あまり良くなかった

④良くなかった

無回答

81%

19%

0%
0% 0%

①大変良かった

②良かった

③あまり良くなかった

④良くなかった

無回答

11%

59%

25%

5% 0%

①長かった

②ちょうどよい

③短かった

④その他

無回答
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■ Q1-(4-1) 現地実習で難しかった項目について（急傾斜地）（2つ以内回答）

急傾斜地で難しかった項目として、回答者数（102 名）に対する比率を求めると、「ヘアピン

カーブ等」との回答が 4 割半程度と も多かった。次いで、「路線選定」との回答が 4 割程度、

「盛土高（勾配）」との回答が 2 割程度、「切土高（勾配）」との回答が 1 割半程度となった。「そ

の他」の回答の中には、タナ地形の活かし方、根株の利用方法という意見があった。

■ Q1-(4-2) 現地実習で難しかった項目について（ぜい弱地）（2つ以内回答）

ぜい弱地で難しかった項目として、回答者数（82 名）に対する比率を求めると、「切土・盛

土」との回答が 4 割程度と も多かった。次いで、「路線選定」、「水処理」との回答が 3 割半程

度、「緑化方法」、「構造物」との回答が 1 割半程度となった。「その他」の回答の中には、ヘア

ピンカーブ、スイッチバック、表土と心土を入れ替える天地返しという意見があった。 

①路線選定

②切土高（勾配）

③盛土高（勾配）

④構造物

⑤水処理

⑥ヘアピンカーブ等

⑦緑化方法

⑧その他

①路線選定

②切土・盛土

③緑化方法

④構造物

⑤水処理

⑥その他

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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■ Q1-(5) 研修の成果について

研修の成果について、「大変向上し

た」、「向上した」との回答は合計して

9 割程度となり、考え方が変わった、

現場に戻って活かしたい、新しい知識

を得た等の理由があった。また、少数

である「あまり向上しなかった」「向上

しなかった」との回答の理由の中には、

もう少し現場で実践を積まないと向上

しないという意見があった。

■ Q1-(6) 研修カリキュラム、現地会場、指導方法について（自由記入）

・学んだことをすぐに試したいので、春頃に研修を受講したい。 

・ヘアピンカーブや排水方法等といった高い技術が必要な工法を、研修でじっくり学びたい。

・応用土工は種類が多いので、研修で実施する工法に応じた募集をしてほしい。また、オペレ

ーター研修を複数回受講できるようにしてほしい。 

・座学の時に、もう少し現地実習会場の条件に的を絞った説明があれば良かった。 

・優良事例や失敗事例等、既設作業道を見学して勉強する機会があると良い。 

・現地会場は、急傾斜地であった。実践的な対処法を教えてもらえて良かった。 

・現地会場は、緩傾斜地であった。余計なことに気を使わず、作業がしやすかったため、学ん

だ工法を試してみることに集中できた。 

・ 初は自分には出来そうにないと思っていたが、手順を踏めばちゃんと出来ることを教わっ

たのが 大の収穫であった。 

■ Q2 今後の研修受講希望について

今後の研修受講について、ほぼ全員

が「受講したい」と回答しており、技

術力を高めていきたい、もっと知識を

増やしたい、今後とも作設業務に従事

するため等の理由があった。また、少

数である「受講する必要はない」との

回答の理由の中には、ある程度技術の

向上が図られた、研修時期は繁忙期を

避けて欲しいという意見があった。 

32%

60%

7% 1%
0%

①大変向上した

②向上した

③あまり向上しなかった

④向上しなかった

無回答

97%

3% 0%

①受講したい

②受講する必要はない

無回答
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■ Q3-(1) 今後更に学んでみたい項目について（急傾斜地）（2つ以内回答）

急傾斜地の対処法についてオペレーター研修で学んでみたい項目として、回答者数（101 名）

に対する比率を求めると、「ヘアピンカーブ等」との回答が 5 割程度と も多かった。次いで、

「路線選定」との回答が 4 割半程度、「水処理」との回答が 3 割半程度、「構造物」との回答が

2 割程度となった。「その他」の回答の中には、洗越しによる沢の横断、ふとん籠、スイッチバ

ックという意見があった。 

■ Q3-(2) 今後更に学んでみたい項目について（ぜい弱地）（2つ以内回答）

ぜい弱地の対処法についてオペレーター研修で学んでみたい項目として、回答者数（78 名）

に対する比率を求めると、「水処理」との回答が 6 割程度と も多かった。次いで、「路線選定」

との回答が 3 割半程度、「切土・盛土」、「構造物」との回答が 3 割程度となった。「その他」の

回答の中には、天地返しのコツ、実際に対処した作設事例についての意見交換という意見があ

った。 

①路線選定

②切土高（勾配）

③盛土高（勾配）

④構造物

⑤水処理

⑥ヘアピンカーブ等

⑦緑化方法

⑧その他

①路線選定

②切土・盛土

③緑化方法

④構造物

⑤水処理

⑥その他

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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2.4.11 確認テスト 
受講生には、その日の研修内容を振り返ることによる学習効果を期待した確認テストを毎日行

った。

全 27 会場で実施したオペレーター研修の受講生は、全員確認テストを提出し、その概要は、以

下のとおりである。

○受講生に対する確認テストの結果概要

■ 座学に関するもの

・今まで実施していなかった工法についての話が興味深かった。

・座学で学んだ排水処理の方法を今後取り入れたい。

・挿絵や写真を取り入れた講義で分かりやすかった。

・参考映像を見て、作設の仕方をイメージすることが出来た。

・作設のポイントを室内で学んでから現地で実習をする日程であったため、理解がより深

まった。

■ 路線選定実習に関するもの

・踏査を始める前に色々な資料を活用し地形図をしっかりと確認しておくと、踏査の際に

注意すべき点が明確となり効率が良くなると感じた。

・図上で選定したルートを踏査してみると、実際には縦断勾配が急となりイメージとかけ

離れていた。図上設計と現地踏査の繰り返しの必要性が理解できた。

・路線選定についての意見がそれぞれ違うので、色々な考え方を聞けていい勉強になった。

・立木を 1 列分残すか残さないかで動かす土量が違ってくるので、踏査の段階から土量の

バランスを見極めることが重要となる。

・土質はよく観察していたが、地層はあまり気にしていなかったので、今後注意して観察

したい。

■ Q4 今後の森林作業道作設業務への就労予定について

「主に森林作業道作設業務」との回

答が 2 割半程度、「作設業務は他業務よ

り多い」との回答が 1 割半程度であり、

全体の 4 割程度は森林作業道作設業務

に携わる予定があると考えられる。「主

に他の業務」との回答が 2 割程度であ

り、伐木、造材、集材を実施予定とし

ている者等がいた。 

■ 自由記入欄

・バックホウに付着した泥を落とすために、スコップの持参を呼びかけた方が良い。

・今回作設した路線が、先線を含め完成した状態をみてみたい。

・今度、講師が作設した森林作業道を見学に行こうと思う。

・今までは森林作業道に絡んだ事業を避けていたが、今後は積極的に取り組んでいきたい。

23%

16%

40%

17%

4%
①主に森林作業道作設業務

②作設業務は他業務より多い

③作設業務は他業務より少ない

④主に他の業務

無回答



49 

・今まで縦断勾配を重視して踏査をし、水の流れはあまり意識していなかった。今回の踏

査で注意すべき要点を学べた。

■ 作設実習に関するもの

● 基本的な土工について

・支障木伐倒を確実に安全に行えるよう、チェーンソーの技術力向上も課題である。

・草本類の根が達している深さまで、表土を取り除くことが重要である。

・土の中の空気を追い出すことを意識しながら、締固めを行うと良い。

・バケット容量の小さなバックホウでも効率よく抜根できるコツ（根株の大きさや支持根

の伸びに留意した方法等）を習得したい。

● 応用土工について

・ヘアピンカーブを作設する際は、土工量のバランスを考慮して、縦断勾配を緩くなるよ

う作設していくと、林業機械が安全に走行しやすくなる。

・ヘアピンカーブの中心点を作設状況に合わせて適宜修正していくと、走りやすいカーブ

が出来る。しかし、バックホウからの目線と降りてからの目線では見え方が違ってくる

し、中心点をどうずらしていくべきかは、もっと経験を積む必要がある。

・丸太組は、強度補強の目的の他に、土量が足りない箇所で盛土を立てる際に役立つこと

を学んだ。丸太組の特徴を理解して、適材適所に設置するようにしたい。

・転石と丸太組を利用した洗越しを作設した。岩場であったため、盛土が難しかった。

・排水処理について、今までは雨が降って水が流れてから対応をしていたが、水の流れを

前もって予想し適度に分散排水することで、森林作業道は傷みにくくなることを学んだ。

・根株を盛土のり面へ利用する際には、基礎となる土台をしっかりと転圧することが大事

である。

・大きな転石を路肩に据える際のコツは、角度をつけて内側に荷重がかかるように置くこ

とである。

● 急傾斜地やぜい弱地での作設について

・急傾斜地における森林作業道の作設では、どうしても土の移動が多くなり切土高が高く

なりがちで、どう作設していけば良いかイメージがしにくかった。目安となる位置に目

印をつけてみることは大切だと思った。

・急斜面では、表土の除去等の基本的な動作も意外と難しく苦労した。

・急傾斜地では盛土側が深くなるので、段切段盛でしっかりと締固めをして、盛土高が高

くても崩れにくくする。

・幹線から急傾斜部分への支線の取り付けの仕方が勉強になった。講師による実演で見せ

て頂いた作設法を参考にしたい。

・軟弱地であったため、丸太による横断溝で排水処理をした。軟弱地で水みちがある時の、

排水箇所の判断と適切な排水方法について考えることが出来た。

・作設が困難な土質でも、段切で丁寧に締め固めると安定した。

・普段作設している現場では土質があまりよくないので、今回研修で学んだことを参考に、

色々工夫していきたい。

・実習路線の短区間の中でも、土質の変化が見られた。土質の違いにより作設の仕方が変

わるので、進捗管理に影響すると思った。

■ その他

・雨天の為、既設作業道の見学をした。雨水の流れる状況を確認することで排水処理の必

要な箇所を把握したり、丸太組や洗越し等の構造物を見学することで完成形をイメージ
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することが出来たりして、勉強になった。

・今まで経験した現場での不安点や疑問点等について、意見交換をすることで、オペレー

ターとしての自信と自覚に繋がった。

・今後経験を積み重ね、今度は自分が指導できるようになりたい。

2.4.12 運営管理者の総括 

全 27 会場で実施したオペレーター研修について、各会場の運営管理者から提出された実績報告か

ら、研修の評価や今後の研修実施に向けての課題等をまとめた。

県共催型及び職場内研修支援型の運営管理者によるオペレーター研修の総括は、以下のとおりであ

る。

○運営管理者によるオペレーター研修（県共催型）の総括

■ 研修の評価について

・急傾斜地におけるヘアピンカーブの作設で、難易度の高い作設実習になったが、事前の座学

や講師による丁寧な技術指導により、堅固な森林作業道を作設することが出来た。

・2 人 1 組の 2 班に分かれ、ヘアピンカーブ線形の選定を行い、その考え方について意見交換

を実施し、実際に作設可能かどうか、線形や縦断勾配を勘案しながら、比較検討した。

・丸太組について、受講生のほとんどが未経験者であり、興味深く指導を受けていた。短時間

で施工が可能で、現地発生材を有効利用できるため、今後の作設業務の際に実践したいとい

う声が寄せられた。

・今まで我流で森林作業道を作設していた受講生にとって、実習時に講師や他受講生から意見

をもらうことにより、重機操作方法の改善点等を見出すことにつながった。

・受講生は都度講師に質問をして適切なアドバイスをもらったり、講師自ら模範的な実演をし

てもらったりしながら、理解度を深めていった。

・他の受講生の重機操作をお互いに見ることで、自分ひとりでは気が付かなかった作業方法の

コツや認識の差等に気が付くことができ、技術習得の意欲が高まったように感じられた。

・森林作業道の作設技術の向上意欲が高まり、地域における森林作業道作設技術のエキスパー

トとしてのステップアップが期待できる。

・受講生にとって、自分が所属する事業体と他事業体が実施している標準的な工法の違い、作

設従事している現場の地形や地質の違い等、貴重な情報交換をする場となり、工法のバリエ

ーションが広がったと思われる。

・森林作業道の特徴や目的を理解して道づくりを行うことや、森林所有者へ路線の選定理由を

説明するための知識を習得すること等、森林作業道作設オペレーターとしての心構えを習得

できた。

・路線の目的を理解し、踏査に必要なさまざまな要素を考慮しながら、路線選定を実施した。

■ 研修の問題点について

・実習会場は、間伐計画区域が狭かったため、路線選定及び森林作業道の作設に苦労した。路

線踏査は、森林作業道作設において重要な工程であるため、今後は会場の選定に際して考慮

する必要がある。

・バックホウのレンタル時の条件に「アームのタイプ」について特に指定していなかったため、

特殊なアームを持ったバックホウが搬送された。アームの動きが遅く、バケットでの締固め

に不向きであったため、今後バックホウをレンタルする際は注意したい。
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・作設経験が豊富な受講生と一口に言っても、基本を熟知しかつ現場に応じた開設を行ってき

たのか、ただ土工の扱いに慣れているだけなのか、個人差があった。急傾斜地における土工

をする際も、基本的な土工は重要となり、まず身につけるべきスキルであることから、本研

修の前段階として基本的土工を別途学習する機会を設けることができたら、尚一層理解が進

むのでないかと感じられた。

■ その他

・森林所有者の全面的な協力があったことが、円滑かつ満足な研修につながった。的確なテー

マに沿った現地会場の確保のために、事前の準備は重要である。

・重機操作の際は周辺に注意し、リラックスした姿勢で作業をする等、安全への配慮が重要と

なる。安全を重視することで、かえって効率が良くなることを知ることができた。

・研修中に得られた技術と知見は、受講生だけでなく開催者側にとっても非常に有意義であっ

た。今後も人材の育成に努めるとともに、開催者も技術力向上を図っていきたい。

○運営管理者によるオペレーター研修（職場内研修支援型）の総括

■ 研修の評価について

・作設頻度が高く作設中や作設後に問題が発生しやすいヘアピンカーブと洗越しを中心に現地

実習を行えたため、高い成果が得られたように思う。

・森林作業道の崩壊を招けば、かえってコストがかかることを理解した上で、構造物等の補強

を検討する必要がある。

・受講生は開設実績が豊富であったが、今まで作業効率を重視し、基本事項を軽視していた傾

向にあり、基本の再確認する良い機会となった。

・講師は、都度受講生に意見を求め、多様な提案と活発な議論が行われた。普段は、オペレー

ターの一存で施工をしていることが多いため、他受講生からの異なった視点からの意見を聞

けて勉強になったようである。

・路線選定に普段これだけ時間をかけて踏査することがないようで、線形が道づくりの良し悪

しを決める重要なポイントであることを認識したようである。

■ 研修の問題点について

・応用土工をマスターするには、研修期間が短いように感じられた。テーマを決めて複数回に

分けて研修を実施して欲しいという意見もあった。

・使用重機によるアクシデントがあった。講師の機転が利いた対応で、研修内容を路線踏査及

び既設作業道の確認に変更し、また借受け業者の迅速な対応もあって、実習を中断すること

にはならなかった。

■ その他

・受講者 4 名というのは、バックホウの待ち時間を考えると適切な人数かと思われるが、一人

でも多くの技術者を確保するため、受講できる人数を増やしてほしい。

・講師と受講生との間で無線による指導が行われたことにより、実習待ちで見学している際に

も、無線を通じて指導を受けられるので、効率的な研修となった。




