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2.3  補助教材の作成 
2.3.1 補助教材の考え方 

 これまでよりも奥地の林分や皆伐施業地に至る森林作業道を作設する上で、通過せざるを得ない急

傾斜地やぜい弱地の箇所での森林作業道作設には、地形や土質を見極め、適切な工法を採用すること

や、走行する車両に対し、安全かつ効率的な森林施業が実施できるような工夫や配慮が求められる。

そのため、急傾斜地やぜい弱地での森林作業道の作設について、適切な路線選定や土工、構造物の設

置等の方法等を整理し、「研修教材2010 森林作業道づくり」を補助する教材を作成した。 

教材の作成にあたっては、その内容を検討委員会に諮り、委員からの指導・助言を受けた。 

2.3.2 補助教材の内容 
 作成した教材は、「研修補助教材2014 急傾斜地やぜい弱地等での森林作業道づくり」（以下、「研

修補助教材2014」という。）である。 

本補助教材の内容を以下に示す。 

第 1章 急傾斜地とは、ぜい弱地とは 

１－１ 森林作業道の今後の課題 

１－２ 急傾斜地 

１－３ ぜい弱地 

第２章 林業機械と路盤強度 

２－１ 路網密度と集材距離 

２－２ 林業機械の規格と接地圧 

第３章 森林作業道作設の検討 

３－１ 斜面傾斜 

３－２ 地形 

３－３ 地質、土壌 

３－４ 周辺環境 

３－５ 路網のイメージ 

第４章 急傾斜地における森林作業道の作設 

４－１ 森林作業道作設の基本 

４－２ 急傾斜地での森林作業道作設の留意点 

第５章 ぜい弱地における森林作業道の作設 

５－１ 土質の違いによる作設方法の考え方 

５－２ 火山灰質粘性土（関東ローム、黒ボク土） 

５－３ まさ土 

５－４ シラス 

2.3.3 研修での使用等 

「研修補助教材 2014」は、オペレーター研修において使用したほか、現地検討会においても参加

者に配布し、その内容を説明した。
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2.4  オペレーター研修の実施 
2.4.1 研修の概要 

平成 22～25 年同種事業での初級研修修了者や一定の作設経験を有する者を対象に、現地の地形・

地質等を踏まえた路線選定や基本的な土工の復習に加え、応用土工（丸太組工、洗越し、ヘアピンカ

ーブ等）、中・急傾斜地での土工、ぜい弱地での土工等に関する講義、及び研修会場の地形等に応じ

た森林作業道の作設実習を実施することにより、森林作業道作設に必要な技術力の向上を図ることを

目指して、オペレーター研修〔計画 100 人程度〕を実施した。 

2.4.2 実施形態 

「県共催型」と「職場内研修支援型」の 2 つの方式で実施した。 

フォレスト・サーベイと研修を運営する都道府県又は林業事業体等（以下、「運営管理者」という。）

との業務上の役割分担については、以下のとおりである。

○研修における役割分担

区 分 役割分担

フォレスト・サーベイ

・受講の要件や研修カリキュラム等の提示及び応募内容等の審査

・研修教材等の提供及び座学の実施

・講師の選任・派遣の事務手続き

・研修経費の支払い（講師の謝金・旅費等を含む）

運営管理者

・研修計画書の作成、提出

・研修会場の確保・準備

・バックホウの調達、研修に必要な消耗品の購入

・講師との日程調整

・受講生の募集、受講要件の確認（資格証等（コピー）の提出）

・現地研修の安全・進捗管理等

・研修実施結果の報告（実績報告書等の提出）

・研修経費の請求

2.4.2.1 県共催型 

県共催型は、オペレーター研修を主体的に進めることができる都道府県とフォレスト・サーベイが

共同で開催する形式で、都道府県が受講生の募集等の研修の運営を、フォレスト・サーベイが研修に

係る講師（平成 22～25 年同種事業の指導者研修修了者）の派遣や使用機械の使用料等の経費負担を

行うものである。なお、都道府県が分担する業務のうち、現地研修の安全・進捗管理等については、

都道府県の要請により他の林業関係団体に委託して対応した。
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2.4.2.2 職場内研修支援型 

職場内研修支援型は、オペレーター研修を主体的に進めることができる林業事業体等（以下、「実

施事業体」という。）が開催し、フォレスト・サーベイが研修に係る講師（平成 22～25 年同種事業の

指導者研修修了者）の派遣や使用機械の使用料等の経費負担を行うもので、研修の運営は、その実施

事業体に委託して実施するものである。

職場内研修支援型による実施事業体の形態については、以下のとおりである。

○職場内研修支援型による実施事業体の形態

・林業事業体、企業等が研修会場を確保し、職員等を対象に研修を行うもの 

・林業関係団体（任意団体を含む）、林業事業体や企業等が研修会場を確保し、受講生を募集し

て行うもの 

・森林所有者が研修会場を確保し、森林所有者が共同して研修を行うもの 

2.4.3 受講生の募集 

オペレーター研修の受講生は、県共催型は共催する都道府県、職場内研修支援型は実施事業体が募

集した。

また、受講生の受講要件及び受講資格は、技量を一層向上させるため、以下のとおりとした。

○受講生の受講要件

・基本的な土工についての考え方を理解して、次のいずれかに該当する者

－平成 22～25 年同種事業の初級研修修了者 

－作業道作設経験を 1,000 時間以上又は 5 ㎞以上有する者 

－国、県等の実施した作業道作設研修の受講実績を有する者

○受講生の受講資格

・労働安全衛生法の定める車両系建設機械運転手（整地・運搬・積込み用及び掘削用、機体重

量 3ｔ以上）の有資格者であること 

・労働安全衛生法の定める伐木作業者の有資格者であること

・本研修期間中も労働災害保険の適用を受けている者（農林業等の個人事業主については、特

別加入労働災害保険に加入している者）であること

2.4.4 研修会場の選定 

オペレーター研修の会場は、県共催型は共催する都道府県、職場内研修支援型は実施事業体が選定

した。研修会場は、中～急傾斜地やぜい弱地の箇所が含まれていることに加え、応用土工（丸太組工、

表土の利用、洗越し、ヘアピンカーブ等）のいずれかが実行可能な箇所とした。

また、補助事業の対象路線や国有林の素材生産請負箇所は対象外とし、森林所有者に作設延長につ

いての確約ができないこと等の了承を得た上で、以下の研修会場の選定要件を踏まえた会場の確保を

行うよう依頼した。
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○研修会場の選定要件

・実習予定の路線上に中～急傾斜地やぜい弱地があること 

・応用土工（丸太組、洗越し等）や路線選定が実施可能であること

・座学予定箇所からアクセスがよいこと（概ね30～40分程度以内） 

・研修中の路線変更が可能なこと 

・保安林等制限林の場合、作業許可等必要な手続きを了していること 

・2班以上を同時実施する場合、それぞれの班の実習路線を設定すること 

2.4.5 講師の確保 
オペレーター研修の講師は、平成 22～25 年同種事業で実施した指導者研修の修了者で、基本的に

研修会場から近い者（県内在住者等）を優先し、研修実施者の意向や研修の目的等も考慮し、講師を

選任することとした。なお、選定された講師との日程調整等については、県共催型は共催する都道府

県が、職場内研修支援型は実施事業体が実施した。

日程調整が終わり、講師が内定した後、フォレスト・サーベイから文書をもって講師を依頼した。

また、日程の調整上 2 人の講師を選任し、研修途中で交代する場合もあった。 

なお、依頼した講師には、研修会場の事前確認及び運営管理者との事前打ち合わせを行う等、路線

の踏査・選定の箇所や方法、実習する工法の種類等の検討・確認した上での指導をお願いした。

オペレーター研修の講師一覧は、以下のとおりである。

表 2.2 講師一覧 

都道府県 勤 務 先 氏  名 回数 区  分 

岩手県 国立大学法人 岩手大学 高橋 健保 0.5 県共催 

岩手県 国立大学法人 岩手大学 菊地 智久 0.5 県共催 

岩手県 西間林業 西間 薫 1 OJT 

福島県 有限会社 豊田林業 豊田 新一 1 県共催 

茨城県 美和木材協同組合 大高 健一郎 1 県共催 

栃木県 株式会社 塩那森林サービス 伊東 稔充 1 県共催 

新潟県 有限会社 丸実 内山 敏夫 1 県共催 

富山県 中川林業 中川 慶一 1 県共催 

福井県 九頭竜森林組合 川口 雄勝 2 県共催、OJT

山梨県 北都留森林組合 磯貝 健三 1 県共催 

長野県 有限会社 須江林産 田村 将司 1 県共催 

静岡県 有限会社 愛美林 仲尾 浩 2 県共催 

愛知県 豊田森林組合 伊藤 浩二 0.5 県共催 

愛知県 豊田森林組合 林 正則 0.5 県共催 

三重県 榎本林業 株式会社 榎本 琢磨 1 OJT 

京都府 京丹波森林組合 松下 信之 1 県共催 

大阪府 グリーンラボラトリー 福島 征二 1 OJT 

奈良県 十津川造林 東 伸彦 1 OJT 

広島県 有限会社 安田林業 安田 孝 1 県共催 

高知県 自営 武政 光夫 1 県共催 
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高知県 四万十町森林組合 西川 寿徳 1 OJT 

福岡県 新誠木材 横尾 新二 0.5 県共催 

福岡県 添田町森林組合 火ノ口 正和 0.5 県共催 

佐賀県 佐賀県 伊万里農林事務所 山口 光洋 1 県共催 

熊本県 自営 松延 重幸 1 県共催 

大分県 久大林産 株式会社 工藤 洋一 2 県共催、OJT

鹿児島県 南木材 有限会社 南 祥三郎 1 県共催 

※回数は研修 1 回（実質 4 日間）で 1 とした 

講師として指導した者は、県共催型、職場内研修支援型をあわせて 27 名であり、そのうち 2 名が

県共催型及び職場内研修支援型の両方で指導した。また、 も指導回数の多かった講師では、2 回の

指導を行った。

2.4.6 研修のカリキュラム 
オペレーター研修では、「森林作業道作設指針」（平成 22 年 11 月 17 日、林野庁長官通知）に即し

た内容で、受講生の技量の一層の向上を目指すこととした。座学では、森林作業道の役割や作設方法、

路線選定等を講義し、実習では基本土工を復習的に確認・実施するとともに、路線踏査及び研修会場

の地形等に応じた応用土工、急傾斜地やぜい弱地での作設を実施した。なお、応用土工の具体的な工

法については、地形や地質状況等により、講師の判断で選択することとした。

研修の指導項目及びカリキュラムは、以下のとおりである。

○研修の指導項目

・森林作業道の応用土工、急傾斜地やぜい弱地での作設、路線選定についての講義

・森林作業道の趣旨、基本土工、安全作業のための遵守事項等の講義

・実習路線とその先線等の区域の踏査とその路線選定についての指導等

・現地の地形、土質等に応じた応用土工、急傾斜地やぜい弱地での作設の実習

・研修の実施内容、実務経験等に基づく作設に関する意見交換の実施

・実習ができない雨天時等には、研修地近くの既設作業道を見学し、その作設状況等について、

指導、意見交換等を実施

表 2.3 研修の標準的なカリキュラム 
日 時間 項目 内容 会場

1 日目 8:30 開講式 ・運営管理者挨拶 室内会場

オリエン

テーション

・講師及び受講生の紹介

・事業概要の説明

・研修日程・教材等の説明

講義 ・森林作業道の役割、作設方法（基本土
工の復習、応用土工、急傾斜地やぜい
弱地での作設）に関する講義 

・路線選定に関する講義 
・安全管理に関する講義 

13:00 
17:00 

現地踏査

終了

・実習路線とその先線等の踏査・選定

・確認テスト

現地会場
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2 日目 8:30 

17:00 

作設実習

終了

・支障木伐採、基本土工の確認

・応用土工（丸太組、表土利用等）

・急傾斜地やぜい弱地での作設

・確認テスト

現地会場

3 日目 8:30 

17:00 

作設実習

終了

・支障木伐採、段切・段盛、締固め等

・応用土工（丸太組、表土利用等）

・急傾斜地やぜい弱地での作設

・確認テスト

現地会場

4 日目 8:30 作設実習 ・支障木伐採、段切・段盛、締固め等

・応用土工（丸太組、表土利用等）

・急傾斜地やぜい弱地での作設

現地会場

15:00 

17:00 

意見交換

事務連絡

修了式

解散

・グループ討議、質疑応答、確認テスト

・アンケート

室内会場

※雨天時は、現地で雨水の流れ方（水みち）の確認、屋内で作設上の疑問点等について意見交換をする。 

※ 終日のグループ討議では、作設上の疑問点、不明点等について、受講生同士が話し合い、指導者との質

疑応答を行うことにより、理解を深める。

フォレスト・サーベイは、全ての研修で 2 日間程度同行し、テキストや補助教材を使った講義の実

施、路線の踏査・選定や作設実習の進捗管理等を実施した。

また、現地の踏査・選定の実施方法は、まず実習する路線について講師が選定理由やポイントを説

明しながら線形を確認した後に、その先線又は周辺の林分を対象として、講師の指導の下で線形を具

体的に検討した。なお、座学では研修会場周辺の傾斜区分図を準備し活用した。 

路線の踏査・選定での指導ポイントは、以下のとおりである。 

○路線の踏査・選定での指導ポイント

・既設道との取り付け場所

・横断排水設置のポイント

・縦断勾配を意識した選定

・沢の横断場所及び洗越しの工法の検討

・不明確な沢（大雨時には水が流れる）の横断対策

・転石が多い箇所の対応

・応用土工の採用理由（なぜここに丸太組が必要か） 等

現地実習では、基本土工の確認をした後に、現地の地形等に応じた応用土工（表土や根株の利用、

丸太組、洗越し、ヘアピンカーブ等）、急傾斜地やぜい弱地での作設を実施し指導した。これらの実

習において、講師の受講生への接し方は、安全対策の遵守に留意しながら、①講師が実演する、②講

師が実演したことを説明する、③受講生にやらせて指導するの繰り返しを基本とし、模範的に作設し

ながら施工のポイントを説明してもらうこととした。また、インカムを使用する等により、講師は、

受講生が機械を操作している状況を確認しながら指導するとともに、操作の順番待ちで見学している

受講生に対して、その指導内容が聴取・理解できるよう対応した。
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2.4.7 使用教材 
オペレーター研修では、「研修教材 2010 森林作業道づくり」（テキスト、パワーポイント）を中心

に、基本土工の一連の作業を解り易く図示した資料、樹種別の根系の特徴を取りまとめた資料、現地

で撮影した優良事例や失敗事例等の多くの補助資料を活用し、森林作業道作設指針を基本とする森林

作業道の役割、作り方（基本土工及び応用土工）、路線選定や安全管理についての講義を実施した。

上記の教材に加え、本事業で作成した「研修補助教材 2014」を活用し、急傾斜地やぜい弱地（火

山灰質粘性土、まさ土、シラス）での土工についての講義を実施した。

また、路線選定の実習では、各実習現地の傾斜区分図等を作成・使用し、図上演習や現地踏査実習

の効果的な実施に努めるとともに、悪天候等により現地実習が実施できない場合には、既設の作業道

を見学し、雨水の流れや排水のポイントを確認する他に「森林作業道づくり」等の参考映像（DVD）

を使用し、森林作業道作設指針の内容や施工方法の再確認等を図った。

2.4.8 実施結果 
オペレーター研修は、平成 26 年 10 月 6 日～平成 27 年 2 月 6 日の期間において、1 班あたり受講

生 4 名程度を基準として、県共催型では 20 府県、職場内研修支援型では 7 事業体で実施した。受講

生は県共催型で 81 名、職場内研修支援型で 27 名となり、合計 108 名が研修を修了した。 

実施期間については、実質 4 日間（30 時間程度）を標準とした。大半の研修は 4 日間のスケジュ

ールで実施したが、受講生の移動距離を考慮し 5 日間（初日及び 終日は半日）で実施した場合もあ

った。

研修会場の森林所有形態については、県共催型では公有林、職場内研修支援型では私有林が多かっ

た。林地の傾斜が 25°以上の研修会場は、県共催型で 7 割、職場内研修型で 5 割半程度であった。

また、研修会場の土質については、県共催型では、普通土が 5 割半で も多く、次いで関東ローム、

まさ土であり、その他については、礫質土等であった。一方、職場内研修支援型では、普通土が 8 割

半程度で、黒ボク土が 1 割半程度であった。 

2.4.8.1 県共催型 

オペレーター研修（県共催型）は、平成 26 年 10 月 6 日～平成 27 年 2 月 6 日の期間に、20 府県で

実施し、計 81 名が研修を修了した。

オペレーター研修（県共催型）の実施状況及びオペレーター研修会場（県共催型）の概要は、以下

のとおりである。

表 2.4 オペレーター研修（県共催型）の実施状況 

№ 都道府県 会場 
研修地 

所有形態
研修実施日 

研修 

日数 

受講生

人数 

1 岩手県 岩手郡雫石町 私有林 11/4～11/7 4 4 

2 福島県 石川郡石川町 公有林 11/18～11/21 4 4 

3 茨城県 常陸大宮市 私有林 12/9～12/12 4 4 

4 栃木県 鹿沼市 公有林 11/18～11/21 4 5 

5 神奈川県 相模原市緑区 私有林 12/1～12/4 4 3 

6 新潟県 村上市 私有林 11/17～11/20 4 3 
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7 富山県 新川郡立山町 公有林 10/27～10/30 4 4 

8 山梨県 南巨摩郡富士川町 公有林 12/16～12/19 4 4 

9 長野県 伊那市 私有林 12/2～12/5 4 5 

10 静岡県 三島市 公有林 1/6～1/9 4 4 

11 愛知県 豊田市 公有林 10/20～10/23 4 4 

12 滋賀県 長浜市 私有林 11/25～11/28 4 4 

13 京都府 京都市右京区 私有林 10/28～10/31 4 4 

14 広島県 廿日市市 私有林 10/6～10/9 4 4 

15 高知県 香美市 公有林 1/6～1/9 4 4 

16 福岡県 久留米市 公有林 11/17～11/20 4 4 

17 佐賀県 嬉野市 公有林 1/19～1/22 4 4 

18 熊本県 上益城郡山都町 公有林 2/3～2/6 4 4 

19 大分県 大分市 私有林 11/17～11/21 5 5 

20 鹿児島県 薩摩郡さつま町 公有林 12/1～12/4 4 4 

計 81 

○オペレーター研修会場（県共催型）の概要

所有形態 制限林の有無 

林地の傾斜 土質 
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2.4.8.2 職場内研修支援型 

オペレーター研修（職場内研修支援型）は、平成 26 年 10 月 22 日～平成 27 年 2 月 5 日の期間に、

7 事業体で実施し、計 27 名が研修を修了した。

オペレーター研修（職場内研修支援型）の実施状況及びオペレーター研修会場（職場内研修支援型）

の概要は、以下のとおりである。

表 2.5 オペレーター研修（職場内研修支援型）の実施状況 

№ 都道府県 事業体名 
研修地 

所有形態
研修実施日 

研修 

日数 

受講生

人数 

1 岩手県 
ノースジャパン 

素材流通協同組合 
私有林 11/14～11/17 4 4 

2 福井県 福井県森林組合連合会 私有林 11/10～11/13 4 4 

3 三重県 いせしま森林組合 私有林 1/13～1/16 4 4 

4 兵庫県 有限会社 ウッズ 公有林 2/2～2/5 4 4 

5 奈良県 十津川村 公有林 10/22～10/25 4 3 

6 高知県 馬路村森林組合 私有林 11/17～11/20 4 4 

7 福岡県 福岡県広域森林組合 私有林 12/1～12/4 4 4 

計 27 

○オペレーター研修会場（職場内研修支援型）の概要

所有形態 制限林の有無 

林地の傾斜 土質 
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【オペレーター研修】（平成 26 年 10 月～平成 27 年 2 月） 

座学の実施 路線選定（図上演習） 

路線の踏査・選定（急傾斜地に対処） 路線の踏査・選定（ハンドレベルの使用） 

かかり木処理（木回しの使用） 基本土工の復習（切土高の確認） 

応用土工（ヘアピンカーブの粗道） 応用土工（根株の利用） 




