
58 

2.5.6.3 福岡会場 

福岡会場の現地見学会場及び講義の概要は、以下のとおりである。

○現地見学会場（福岡会場）の概要

林況 スギ、ヒノキ

面積・傾斜 事業地面積 65.02ha のうち対象面積 6.96ha 傾斜 25°～40° 
作業道概要 幅員 2.0～2.5m 延長 1,740m 路網密度 250m/ha 
使用機械 バケット容量 0.20 ㎥クラスのバックホウ 

作業システム

伐採 チェーンソー

集材 グラップル、グラップルウィンチ

造材 チェーンソー

運搬 フォワーダ（2t 積） 

作設上の特徴等

・下層植生が繁茂して、水が集まりやすい箇所がある。林業機械の安定走

行のため、丸太を 30 ㎝間隔で敷いている。 

・間伐対象地は、深い谷を挟んだ両岸の、狭い区域であった。

・緩傾斜地はグラップルで集材し、やや急傾斜地でウィンチを使用した。

・フォワーダの走行を予定しスイッチバックを主に採用しているが、緩や

かな尾根部ではヘアピンカーブにしている。

・スイッチバックは、運搬のしやすさを考慮して、縦断勾配が水平な区間

と勾配を付ける区間とをうまく使い分けている。

・根株と根株の間に丸太を置いて、滑り防止をしている箇所がある。

○講義（福岡会場）の概要

講師 株式会社 森林テクニクス 業務部長 鎌滝 晋

主な内容

・土は種類により、それぞれ性質（密度、圧密、強度、透水性、締固め）が

異なる。

・土の締固めは、密度と含水比で決まる。

・森林作業道作設ガイドライン（案）の作成にあたって、新設森林作業道調

査と既設森林作業道調査を実施し、路体の強度等の評価をした。

・ガイドライン（案）として、礫の成因により土質を細分し、路線計画（傾

斜に応じた幅員、縦断勾配、排水計画）、施工（切土、盛土、排水施設、

伐開）の注意点をまとめた。新しく更新されたものは、林野庁のホームペ

ージに掲載されている。

・まさ土は、侵食が発生しやすいため、のり面に路面水が流入しないように

する。特に急な縦断勾配の箇所では、路面水を短距離で排除するほか、供

用しない時期は、路面を枝条材等で被覆する。
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【現地検討会（福岡会場）】

「森林作業道の作設技術」についての講義 意見交換

深い谷を挟んで、狭い施業区域であるため、

路線選定が難しく、縦断勾配が急となる区間がある

急傾斜地では、床固めをする基礎の位置が下がり、

また、のり面長が長くなるため、排水に気を付ける

横断溝の排水先は、洗掘防止のため、

石や根株等といった水たたきを置いて補強する

根株と根株の間に丸太を立て掛ける工法は、

丸太が腐った時に崩れる心配がある

下層植生が繁茂している箇所では、

水が集まり堆積層が厚い可能性がある

水が集まりやすい箇所では、路面が泥濘化しており、

林業機械の安定走行のため、丸太を敷いて対応する
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2.5.7 意見交換結果 
講師経験者や都道府県、国有林関係者を交えて意見交換を実施した。意見交換の結果概要は、以下

のとおりである。

○意見交換の結果概要

■ 急傾斜地での作設について

・急傾斜地では、極力雨水を流さないように気を付け、緩やかになった箇所で排水するように

する。

・急傾斜地では、盛土のり面が長大になり雨水による侵食が心配されるが、表土を利用すれば、

緑化が進み次第にのり面が安定する。

・急傾斜地での根株の無理な利用は、盛土のり面の崩壊に繋がる。

■ ぜい弱地での作設について

・砂質土の場合は、切土のり面が崩れないように丸太組の間に植生土のうを置いている。

・黒ボク土対策として、トタン板の上に土を置く方法は、水が抜けるまでの処理が重要となる

が、一度水が抜けきると丈夫な道となる。

・まさ土箇所で盛土のり面の侵食を防ぐためには、緑化が効果的だが、まさ土箇所では表土が

薄い場合が多い。枝条を敷いたり、シートを敷いたり、植生土のうを用いて対応する。 

■ 水処理について

・「かまぼこ型」は、横断溝の役目となり、林業機械が走行しやすい。しかし、作設する時は、

わだち部分にも土盛りする必要があるため、手間がかかり、また補修も必要とする。

・沢の横断は、路面に水を流したくないため、暗渠による排水をしている。また、暗渠の径は、

状況に応じて判断している。

・湧水箇所は、作設してみないと分からない時が多い。湧水対策として、コルゲートパイプ、

有孔管、側溝等が挙げられる。

■ 構造物の設置について

・丸太は永久構造物ではなく、路肩が安定するまでの仮の施設である。

・丸太組を作設する際は、床掘をしっかり水平にすることが重要となる。

・丸太組の劣化を少なくするために、水が集まらないように注意して、土で覆う。

■ ヘアピンカーブについて

・ヘアピンカーブは、路盤が痛みやすいので、半径は余裕を持って作設する。

・ヘアピンカーブは中心と盛土の床掘の位置を測量して決めているが、スイッチバックの作設

は測量をしていない。

・ヘアピンカーブではこね返してしまう場合、スイッチバックを採用している。

・ヘアピンカーブの上方の路線は、雨水が早く逃げるように排水する。 

■ 根株の利用について

・根株を路肩に利用するか、のり尻に利用するかは、作業機械や木材積載車両の上り下りによ

って使い分けている。例えば、下り勾配で路肩に据えると転倒防止に役立つ。

・根株の利用は、雨水を分散できて水叩きの役目にもなる。

■ 路網計画について

・一回限りの搬出路として考えるのではなく、手直しすれば次の作業も行えるように路網計画

をする。
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2%

82%

11%

2%
3%

①長かった

②ちょうどよい

③短かった

④その他

無回答

2.5.8 アンケート結果 
現地検討会の 終日に、参加者に対しアンケート調査を行った。

アンケート調査の結果概要は、以下のとおりである。

○現地検討会参加者に対するアンケート調査の結果概要

■ Q1-(1) 開催期間について

開催期間については、「ちょうどよ

い」との回答は 8 割程度となり、要点

を押さえて効率的なプログラム内容で

あった等の理由があった。「短かった」

との回答は 1 割程度で、意見交換の時

間がもう少し欲しい等の理由があっ

た。「その他」の回答の中には、現地会

場をもっと見学したいため、どちらと

もいえないという意見があった。

■ Q1-(2) 参加人数について

参加人数については、「ちょうどよ

い」との回答は 8 割半程度となり、講

師を中心に前後 15 名程度で囲めて意

見交換をしやすい等の理由があった。

「多かった」または「少なかった」と

回答した理由及び「その他」の回答の

理由の中には、作設従事者の参加が少

なかった（行政担当者の参加比率が高

かった）という意見があった。

■ Q1-(3) 現地での説明・議論や意見交換方法について

「大変良かった」、「良かった」との

回答は合計して 8 割程度となり、各方

面（作設従事者や行政担当者等）から

森林作業道の作設方法からコストの話

題まで幅広く意見が聞け知見が広がっ

た等の理由があった。「あまり良くなか

った」との回答は 1 割程度で、意見交

換の時間をもう少し増やして欲しい等

の理由があった。

4%

85%

7%
2%

2%
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

9%

69%

11%

0%

11%
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
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■ Q2-(1)現地見学で参考になった項目について（2つ以内回答）

現地会場で参考になった項目として、回答者数（92 名）に対する比率を求めると、「水処理」

との回答が 4 割半程度と も多かった。次いで「ヘアピンカーブ」との回答が 3 割程度、「路線

選定」、「路面処理」、「構造物の設置」との回答がそれぞれ 2 割半程度となった。「その他」の回

答の中には、地質や地形から危険箇所を把握すること、根株の利用方法、ぜい弱地の対処方法

という意見があった。

■ Q2-(2) 意見交換で参考になった項目について（2つ以内回答）

意見交換で参考になった項目として、回答者数（90 名）に対する比率を求めると、「水処理」

との回答が 4 割半程度と、現地会場と同様に も多かった。次いで「路線選定」との回答が 3

割程度、「路面処理」との回答が 2 割半程度、「ヘアピンカーブ」との回答が 2 割、「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、山地の保護を考慮した作設、土質の

種類別の作設方法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構造物の設置

⑤路面処理

⑥水処理

⑦緑化方法

⑧ヘアピンカーブ

⑨その他

⑩参考にならなかった

①路線選定

②切土高（勾配）

③盛土高（勾配）

④構造物の設置

⑤路面処理

⑥水処理

⑦緑化方法

⑧ヘアピンカーブ

⑨その他

⑩参考にならなかった

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%
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40.0%
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50.0%

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

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 ⑨ ⑩
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■ Q3 今後の現地検討会への参加について

今後、このような現地検討会があっ

た場合の参加希望について、「参加した

い」との回答は 9 割程度であった。「そ

の他」の回答の中には、会社の了解が

得られれば参加したい、他の職員にも

参加させたい、作設中の現地を見学し

たい、現地検討会の開催内容をみて判

断する、開催場所によるという意見が

あった。

■ Q4 現地見学会場の提供及び案内・説明の協力について

「現時点ではなんともいえない」と

の回答が 6 割半程度と も多く、次い

で「協力できる」が 2 割程度であった。

「その他」の回答の中には、森林所有

者側のご理解とご協力があれば可能、

所属長の許可があれば可能、過去に崩

壊した箇所といった現地で議論する材

料となるような作設事例が少ないとい

う意見があった。

■ 自由記入欄

・今回知ったぜい弱地への対応方法を現場に取り入れたい。

・現地見学の時間が、もう少し長く欲しかった。

・成功事例だけでなく、失敗事例についても意見を聞けて参考になった。

・全国の作設事例を紹介して頂きたい。

・事前に議論する各項目について細かなアンケートを参加者に実施すれば、より活発な意見交

換になると思う。

・学識経験者の講義では、新たなエッセンスを頂いた。もっと勉強して、現場で応用したい。

・現場の意見から専門性の高い学者の意見まで、幅広く話を聞けて良かった。

・オペレーター向けの現地検討会を今後も続けて頂きたいが、管理職向けも開催して欲しい。

・次回があったら国有林での現地選定をして欲しい。相互に見学し合うと勉強になると思う。

・音響機器の調子で、一部話が聞き取りにくい時があった。

90%

0%

9% 1%
①参加したい

②参加したくない

③その他

無回答

18% 4%

66%

7%
5%

①協力できる

②協力できない

③現時点ではなんと

もいえない

④その他

無回答




