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ようへき

燃料運送コスト
2,000円/ｔ

燃料運送コスト
2,000円/ｔ

発電所管理コスト
2,000円/ｔ

発電所管理コスト
2,000円/ｔ

中間土場を設置したことによる費用効果

あいち

通行頻度

ワナ設置可能かどうか

植栽面積

防護柵か単木か

金網かステンレスか

植栽地の傾斜
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「循環型林業確立に向けた
ニ
 ホンジカ対策モデルの検討」

※一度被害が出ると、植付・下刈・シカ対策コスト等
それまで行った作業コストが無駄になる

愛知県内におけるシカ対策モデルを検討

★検討のポイント★

複数の検討ポイントから最適な対策モデルを導き出す

【愛知森林管理事務所】
ニホンジカによる林業被害の
対策について、複数の獣害防護
柵及び単木防護資材の設置や管
理のコストを比較するととも
に、生息状況と行動を解析した
効果的な捕獲方法の検討を行
い、見回りの頻度、植栽地の面
積や傾斜など、現地の条件に応
じたニホンジカ対策モデルの発
表がありました。

どの方法もメリット、デメリット、食害リスクがある

すえきしじょう

→平均集荷コストが削減

の
「Ｄ材（末木枝条）

とうあつ

チップ加工コスト
4,000円/ｔ

D材：打ち出し
チップ加工コスト
4,000円/ｔ

A～C材
チップ
買取価格
10,000円/ｔ
（参考）

A材：直材

「軽量フレームを使用した

設置前

B材：小曲

等
 厚コンクリート擁壁の開発」
い な だ に
【伊那谷総合治山事業所】
崩壊地の復旧に用いられる
ど ど め こう
土留工について、「既存工法と
同等条件を満たし、資材を軽量
化して労働負担を軽減しつつ、
木材も利用する」といった高度
な目標を掲げて新たな工法を開
発し、実際に現地で施工した成
果と普及が期待できる発表があ
りました。※関連記事五ページ

C材：小径木等

 継続的販売の取組について」
な ぎ そ
【南木曽支署】
丸太の生産に伴い発生する枝
まったんぶ
葉や幹の末端部（Ｄ材・末木枝
条）について、発生量を推計し
て買受者を募集するとともに、
利便性の高い箇所へ中間土場を
設置して搬出コストを削減する
ことにより、有効に利用される
末木枝条の数量を年々増加させ
ている取組の発表がありまし
た。

平均搬出コスト
2,000円/ｔ
平均搬出コスト
4,000円/ｔ

設置後

D材：枝・端材等

南木曽支署の搬出コスト比較

中部森林技術交流発表会
～オンラインで会場と発表者を

結びライブ配信～

【技術普及課】
一月二十八日と二十九日の両
日、令和二年度中部森林技術交流
発表会を開催しました。
今年度は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、当局
と各地の発表者をＷｅｂ会議シス
テムで結ぶオンライン開催としま
した。
発表者には、事前に音声付きパ
ワーポイントを作成いただき、そ
れを再生した後に審査委員がスク
リーンに映る発表者に質問や助言
を行うかたちで進行し、その様子
をＷｅｂでライブ配信しました。
当局としても初めての試みでし
たが、森林管理署等による国有林
の部だけでなく、民有林・学生の
部として研究機関、大学、高校、
民間企業の皆様にも参加いただ
き、合計二十一課題が発表されま
した。
なお、国有林の部から選定して
いる優秀賞は次の三課題です。
完成した第２号試作品（崩壊地中腹部を横切る新規工法）

令和３年２月

〈本局のトピックス〉
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〜国有林の部（十六課題）〜
「森林技術部門」では、ＵＡＶ
（無人航空機、ドローンなど）に
マルチスペクトルカメラやレー
ザースキャナーなどを搭載して事
業に活用した事例、携帯電話不感
地域の工事現場での通信連絡網の
さんぷく
導入試験、山腹崩壊地の植生復元
の経過、災害に強い多様な森林づ
くりに向けた主伐や間伐の進め方
ふ く そ う り ん か ぼ く ひかりかんきょう
と課題、複層林下木の 光 環 境 や
りんしょう
健全な林床を考慮した密度管理、
下刈り頻度が植栽木の成長に与え
た影響など、多岐にわたるテーマ
が揃いました。
「森林ふれあい部門」では、戸
隠大峰自然休養林の民間サポー
ぎふけんたかやま
ターによる木道整備、岐阜県高山
ししょうかわちょう
市 荘 川 町 と連携した湿原植生の
保全活動の発表がありました。
じゅかん
「森林保全部門」では、樹冠画
像解析システムを活用したタテヤ
マスギ巨木の活力度評価、雪崩シ
ミュレーションを用いた雪崩規模
や治山ダムの効果の推定と堆積し
ながれぎ
た流木の有効活用事例、などの発
表がありました。
岐阜県森林研究所ホームページ
http://www.forest.rd.pref.gifu.lg.jp/
より入手可能
岐阜県森林研究所

●ヒノキコンテナ苗をはじめて育成される方
●現状より優れたヒノキコンテナ苗を育成したい方
●ヒノキコンテナ苗を造林される方
優れたヒノキコンテナ苗の作り方と
植栽時の留意点

対象者

特徴

●基礎編と応用編で構成
●基礎編：ヒノキコンテナ苗をはじめて育成したり
造林される方がわかるように作成
●応用編：現状より優れたヒノキコンテナ苗を育成
したり、入手したい方が利用できるように作成

技術指針書の作成（岐阜県森林研究所）

Web会議システムによる質疑応答の様子

今回のコロナ禍においても、多
くの方々のご理解ご協力があった
からこそ、中部森林技術交流発表
会を無事に開催することができま
した。
今後も、研究機関、学校、林業
事業体等の関係機関や地域との連
携を深めるとともに、発表成果を
業務に活用しながら地域や時代の
要請に応じた技術の開発と普及に
取り組みます。
詳細につきまして
はＱＲコードを読み
込んでください。
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・信州大学及び大学院からは、Ｕ
ＡＶで撮影した写真から松くい虫
被害木の位置を半自動で抽出する
機械学習の成果と、雪崩跡地の樹
木の更新に関する細やかなフィー
ルド踏査の結果について発表があ
りました。
・下高井農林高校からは、先輩か
ら引き継いできた地域貢献の取組
もくいく
について、
「木育」と「観光活性
化」の活動報告がありました。

地元材を生徒自ら製材し、地元保育園の遊具（屋台）を製作
（下高井農林高校）

〜民有林・学生の部
（五課題）
〜
・岐阜県立森林文化アカデミーか
らは、人力作業が中心の造林・育
林作業の機械化について、無人化
も加えた導入試験の結果報告があ
りました。
・岐阜県森林研究所からは、初期
いくびょう
成長量が大きく育苗期間の短いヒ
ノキコンテナ苗の育成方法の検討
結果が発表され、育苗と植栽技術
をまとめた指針書を作成し、技術
移転が進んでいるとの報告があり
ました。

技術移転
（技術指針書の作成）
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〈本局のトピックス〉
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にするなど見た目も重視して販売
新年初市 開催！
しました。特別に選木仕分けされ
～木曽署ならではの
ど ば かつ
しんあげまつ
やけ
「土場活」～
た丸太は五つの土場（新上松、焼

ざさ
こおりがせ
のじり
み どの
き そ
笹、氷ヶ瀬、野尻、三殿）にそれ
【木曽森林管理署】
な が の け ん き そ ぐ ん あげまつ
ぞれ準備し、二十八物件、百五十
一月十三日、長野県木曽郡上松
まち
き そ
一立方㍍を販売しました。
町の木曽官材市売協同組合におい
本年度は七月の豪雨で出材の遅
て「第二四五回国有林土場活用委
れもありましたが、天然木曽ヒノ
託市売新年初市」を開催しまし
キの新材出品も間に合い、天然木
た。
曽ヒノキ四等材十㍍×五十四㌢㍍
国有林土場活用委託販売「土場
あげまつ
には百六十九万円（税込み）
／立
活」は、平成十三年七月まで上松
方㍍の値が付き落札されました。
木材販売所で行っていた丸太の公
入札枚数も十二札と今年度の最高
売に代わり、国有林の各土場（貯
応札枚数となっています。
木場）を使用し、丸太の集積・仕
地元製材工場や中京圏の引き合
分けは国が行い、入札業務を木材
いが活発で盛大に開催することが
市場に委託する販売方法です。天
でき、総販売数量二千二百立方
然木曽ヒノキやサワラ等の民有林
㍍、販売額は八千九百六十万円
から供給が期待しにくい樹種を計
画的に供給する取り組みの一つに （税込み）となりました。
今後も民有林からの供給が期待
なっています。
しにくい「国有林材」の供給に努
この「土場活」は他の丸太の委
めていきます。
託販売と違い、丸太の仕分けには
国有林職員の経験・知見を活かし
て買い手からの要望を考慮してい
るほか、出材品からの特別な選木
も可能となっています。
もとたまざい
今回の新年初市では元玉材のみ
を集め、集積方法もピラミッド型
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１本501万円で落札された天然木曽ヒノキ

ど、自然の脅威を実感しました。
山頂付近にある湿地帯は、周辺
すいげんかんよう
の森林帯とともに重要な水源涵養
機能を果たしており、適切に管理
されていることを確認し、頂上部
では貸付地及び作業許可地内の施
設の構造等が適切か確認・調査し
た後、うっすらと見える名古屋市
を眺めながら昼食をとり、各々が
頂上からの絶景を満喫しました。
今回は、中津川市川上総合事務
所長から奥三界岳の歴史や見所等
について分かりやすい解説をいた
だき知見を広めたと同時に、国有
林野管理と保安林業務の重要さを
学ぶ良い機会となりました。

施設の確認・調査を終えて
（一時的にマスクを外して）
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べにがら

竹べらに水に溶いた紅柄を含ま
市民の水源林
おくさんがいだけ
せ、丸太の切断面に上方から一気
「奥三界岳」を巡視
に一筆書きをしています。管内の
～若手職員による現地調査～
とうのう
各土場（貯木場）には何回も筆入 【東濃森林管理署】
え な
十一月十二日、岐阜県恵那農林
れの練習をした後が残っており、
な か つ が わ し かわうえ
うかが
事務所、中津川市川上総合事務所
その心意気が窺えます。素人見ま
と当署職員で中津川市民の水源源
ねで筆入れをしてみましたが中々
かわうえ
流部の奥三界岳（川上国有林）へ
上手に書くことができません。
登頂し、源流部や保安林関係施設
最近は丸太の自動選木機による
等の現地確認調査を行いました。
測定のため標示の省略やチョーク
奥三界岳（標高一、
八一一㍍）は、
による簡易標示も多くなっていま
岐阜県中津川市と長野県木曽郡
すが、天然木は安定供給の観点か
おおくわむら
な ぎ そ ま ち
大 桑 村 及び南木曽町にまたがる
ら土場に年度を超えて保管される
あてら
阿寺山系の最南端に位置し、
「日
材もあることから、製材されるま
本三百名山」ならびに「ぎふ百
で「雨風に耐え消えない」このよ
山」に選定されています。
うな伝統や技も忘れてはならない
当日は、崩れてしまった山肌や
と考えています。
洗掘された登山道等、昨年七月の
豪雨の爪痕を目の当たりにするな

源流部の湿地帯の森林を確認

紅柄って？

残り続ける紅柄

【木曽森林管理署】
当署では、丸太の販売にあた
り、天然木（天然木曽ヒノキやサ
べにがら
ワラ等）の切断面には紅柄（酸化
鉄顔料）を用いて等級区分などの
筆入れをします。これは、買方へ
の丸太の引渡完了まではっきりと
文字が読み取れるよう伝統的に行
われてきたものです。
この業務を請負っている、みど
り産業株式会社でも、本年度搬出
された天然木の等級格付けを紅柄
で筆入れを行っています。
紅柄は中部・近畿地方以西の伝
統的民家建築の木材に塗られてい
るものを目にすることができるよ
うですが、これを筆入れに使って
いるのは、耐久性を必要としたこ
の業務の伝統ではないでしょうか。
ベテランによる墨入れの様子

第 203 号

〈各地からのたより〉
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り
も

国有林と言えば現場、現場と言えば
森林官！しかし、一般の方には余り馴
そこで各地にある森林事務所や地域

染みがないと思います。
の特色、森林官の仕事などを紹介して
いきます。

こしぶかわ

と び が す

業が容易だった」との感想をいた
だくことができました。
この工法は、建設業の現状や実
態を踏まえ開発を行ったものであ
りますので、今後、全国的に広が
ればと期待しています。

■未来の担い手へのメッセージ
近年は局地的豪雨が多発し、土
石流などによる甚大な被害が発生
しやすい状況となっています。
災害を未然防止するためには、
治山事業が不可欠であり、森林の
持つ水源かん養や山地災害防止な
どの機能を高度に発揮するため
に、誇りを持って治山事業に取り
組みたいと思います。また、治山
事業は短期間で成果を実感できる
ので、若い人達にも挑戦してもら
いたいと思います。
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シリーズ
﹁森林官からの便り﹂
い な だ に

復旧が進む鳶ヶ巣大崩壊地

大鹿村は中央構造線が南北に縦
走し、構造線の影響を受けた脆弱
な地質によって村内のいたる所に
大規模な崩壊地が発生していまし
た。この大規模な崩壊地を復旧す
るには国の直轄事業が有する高度
な技術が必要であることから、長
野県及び大鹿村からの強い要請を
受け昭和二十五年から事業に着手
し、七十年もの長期にわたり治山
工事を実施しています。
また、管内には約一三三㌶と大
規模な地すべり地も在しており、
この地すべり地にはこれまでに
しゅうすいせい
七十二基の集水井と二本の排水ト
ンネルを施工し、地すべりの沈静
化を図っています。

当事業所では、これまで数多く
さんぷくこう
の山腹工を実施してきています
が、近年、治山工事を始めとする
建設業では就業者の減少や高齢化
が進行しており、特に、これまで
き そ こ う
山腹工の基礎工として多く使用さ
れているコンクリートブロックを
いしく
扱える職人（石工）の減少と高齢
化は著しく、この職人を確保する
ことが非常に困難な状況になって
います。そこで、当事業所では、
重量があって熟練の技術が必要な
コンクリートブロックに代わっ
て、組立が簡単で誰でも安全に取
り扱うことができる軽量フレーム
と、木材の利用を推進するために
ひらわりざい ざんぞんかたわく
平割材を残存型枠に使用した工法
の開発を進めています。
労働負担
の軽減と安
全を確保す
るために開
発したこの
工法は、現
場作業員か
らも「軽量
であり組立
が簡単で作

筆者（事務所前にて）

りんやちょう

【伊那谷総合治山事業所 小渋川治
山事業所】
たてべ
しんご
治山技術官 立邊 真悟

しもい
小渋川治山事業所は長野県下伊
な ぐ ん おおしかむら
那郡大鹿村に所在し、南アルプス
あかいし だけ みなもと
てんりゅうがわ
赤 石 岳に 源 を発する 天 竜 川 流域
小渋川上流域の約一五、
三五〇㌶
の民有林を事業区域とする民有林
直轄治山事業を実行しています。

地すべり活動を抑制する排水トンネル
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〈森林のお仕事紹介コーナー（農林水産省林野庁）〉
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開発を進めている新たな工法

受注してくださる民間事業体あって

筆者

ふせこう

こ う そ う き ざ い ふきつけこう

植生マット伏工・厚層基材吹付工
を主な工種として施工する復旧治
山工事です。

■現場での役割、魅力
私の役割は、現場代理人兼主任
技術者で、当現場での施工全般の
総括管理を行いました。特に急峻
地形でのブロック積土留工配置で
じやま
は、地山との接続を考慮しながら
せんけい
測量し、線形を定めるなど、図面
からは読み取れないことが多く、
出来上がったブロック積土留工と
その間の筋工、緑化マット伏が周

現場の全景

の国有林。そこで、国有林の林道や治
山工事などを行う林業土木事業体から
の投稿をもとに、頑張っている若者や
女性技術者などを紹介していきます。

木下建設株式会社
いしはら
さとし
石原 賢巳
（一九九七年入社）

﹁林業土木業界からの便り﹂

シリーズ

〈森林のお仕事紹介コーナー（林業土木）〉
■事業の概要
す な ご や
こにしがわ
請負事業：砂古谷（小西川）
復旧治山工事
発注者：伊那谷総合治山事業所
い い だ し か み い い だ まつかわいり
本工事は、飯田市上飯田松川入
さんぷく
小西川上流部の山腹工事で、〇・
ねり
つみどどめこう
二六㌶を練ブロック積土留工・軽
すいろこう
すじこう
量植生シート水路工・丸太筋工・

囲の森になじむのを見て、それま
で現場関係者と相談を重ねてきた
成果に一層の感動が湧きました。
また、林道から現場最頂部までが
約二百六十㍍と高低差が多く、作
業関係者の歩行時間に時間を要し
過ぎると考えましたので、モノ
かせつ
レール架設を導入し、作業効率の
向上を図りました。
結果として作業関係者の疲労低
減に繫がり、予定工程の短縮が順
調に進み、長年この業界に従事し
てきた私にとっては、少しの自信
と、更なる今後の糧をいただいた
ように思えました。
治山工事は市街地工事とは大き
く違い、自然が教えてくれる作業
場であると常々考えます。天候
も、地理的条件も不便さは多いで
すが、山の中での静かな環境や晴
れた日の周囲の森林や野鳥のさえ
ずりは、私の心や体を癒してくれ
ます。人間は自然の摂理を如何し
ても超えることなどできません。
自然と共存し限界を確かめ、展望
を模索して更に前を見続けます。
この力を得ることは、静かな自然
と澄んだ空気の中に居るからだと

思います。やはりこれが一番の魅
力だと思います。

■林業土木の世界に
入ったきっかけ

私がこの業界に入ったのは、会
社に入社後二年たったころから小
西川治山資材運搬路の現場補助員
として配属を受けたことがきっか
けでした。何も無い山の中で、先
ず自分で歩く作業道から作ってい
きました。経験のない私としては
毎日が右往左往しながらの連続で
したが、晴れた日の昼食後の静か
で涼しい環境下で何か自由をいた
だいたように思い始めました。そ
れから段々この仕事が好きになり
ました。

■未来の担い手へのメッセージ
何でも初めは楽な処はありませ
ん。いろいろ考えてめげずに取り
組むことにより苦難から楽土に変
わると思います。
「継続は力」の
繰り返しです。焦らず気長に構え
て取り組めば、必ず成果は出ま
す。そうしたら続けることは気楽
にできます。
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