


平成 29 年度治山林道研究発表論文集の発刊に当って 
 

今年度も、これまで経験したことのない記録的な豪雨等による災害が頻発し、

全国各地で甚大な被害が発生しています。７月に福岡県や大分県など九州北部地

方で記録的な豪雨が発生し、特に福岡県朝倉市では、例年の約３．６倍にあたる

５１６ｍｍ、大分県日田市では例年の２．６倍の３３６ｍｍの日 大雨量を観測

しました。この日 大雨量は、降り始めから１０数時間のうちに発生するなど、

短時間に記録的な豪雨となり、河川や人家、林地等に甚大な被害が発生していま

す。 
この豪雨による被害は、死者３６名、全壊した住宅２７６棟、半壊・一部破損

１,１４１棟、林地被害は１,０３９ヵ所など近年にない災害の規模となっていま

す。 
今回の災害で特に注視すべきは、多量の流木による被害が発生したことです。

国においては、この流木被害に対し専門家による調査を実施し、その調査結果が

報告されています。 
この報告書では、下流域での流木被害を防止・軽減するため、適正な森林の整

備や流木補足式治山ダムの設置など、流域内の崩壊土砂や流木の形態に応じた対

策の実施が提案されています。 
このような記録的な豪雨の発生は、今後益々高まることが懸念されており、異

常気象による災害の発生が危惧されています。 
今後は、今回報告書に提案された流木対策等も考慮し、これまで以上に山地災

害に対する防災・減災対策の推進が必要と考えます。 
森林土木事業においては、これまで、災害から県民の生命・財産を守る治山事

業や、木材の安定供給等に必要な林道事業が実施されており、今回の豪雨被害の

状況や木材の安定供給への要求を考えると、今後、森林土木事業の設計、施工に

おいては、施工地の状況や森林の状況等を踏まえ、現地に応じた技術改善と工夫

がさらに必要になると考えます。 
関係職員の皆様方は常に技術向上を目指して取り組まれているところであり、

そのご努力に心から敬意を表する次第です。 
治山林道研究発表会は、このような日頃の取組みや調査研究の成果を発表する

大会として、昭和３５年度から鹿児島県が主催して開催されています。当協会で

は、この発表の成果を論文集に編集し記録していますが、ここに、平成２９年 
８月４日開催の発表会の成果を「平成２９年度 第５８回治山林道研究発表論文

集」として発刊しましたので、関係の皆様の更なる技術研鑽や業務推進等にご活

用いただければ幸いに存じます。 
終わりに、発刊にあたりご指導ご協力を賜りました鹿児島県森づくり推進課治

山係の皆様方に厚く御礼申し上げます。 
 

平成 29 年 12 月        
一般社団法人 鹿児島県治山林道協会 

専務理事 永 岩 清 文  



平成 29 年度（第 58 回）治山林道研究発表会 
 
１ 開催趣旨  治山林道技術についての研究成果を発表し，これを通じて相互の研     

鑽を図るとともに，技術の向上と改善に資する。 
        ※本発表会は，昭和３５年度から開催され，今回で５８回目となる。 
 
２ 開催日時  平成２９年 ８月４日（金） ９：２０～１６：００ 
 
３ 開催場所  県庁２階 講堂 
 
４ 会 次 第  別紙のとおり 
 
５ 審 査 員 
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森づくり推進課 課長 增 永 英 樹  

 
６ 表彰及び選考 
 １）表彰  発表者全員 
 ２）選考  全国大会２名，九州大会２名 
      全国大会 治山    平成２９年 ９月２０～２１日 東 京 都 
           林道    平成２９年１０月１７～１８日 東 京 都 
      九州大会 治山・林道 平成２９年１０月１１～１２日 沖 縄 県 
 
７ 発表者及び発表テーマ 
  治山部門 ６件，林道部門 ６件 （詳細については別紙のとおり） 
 
８ 参加予定 

所  属 人数 備考 
鹿児島大学 1 名 審査員：下川特任教授 

県 83 名  

市町村 27 名  
森林組合 4 名  

その他 58 名 管理署，建設業，コンサルタント等 

計 173 名  

 
９ 特別講演 
   演題：森林・林業分野へのドローンの活用について 
   講師：県森づくり推進課 保安林係 



 

平成２９年度（第５８回）治山林道研究発表会スケジュール 
場 所：県庁 ２階 講堂 

開催日：平成２９年８月４日 

項  目 時  間 備  考 

開 会 ９：２０  

環 境 林 務 部 長 あいさつ ９ ： ２ ０ ～ ９ ： ３ ０  

発 表 上 の 注 意 ９ ： ３ ０ ～ ９ ： ３ ５  

午前

の部 

発表順位１ ９ ： ３ ５ ～ ９ ： ５ ５  

〃    ２ ９ ： ５ ５ ～ １ ０ ： １ ５  

〃    ３ １ ０ ： １ ５ ～ １ ０ ： ３ ５  

〃    ４ １ ０ ： ３ ５ ～ １ ０ ： ５ ５  

〃    ５ １ ０ ： ５ ５ ～ １ １ ： １ ５  

〃    ６ １ １ ： １ ５ ～ １ １ ： ３ ５  

〃    ７ １ １ ： ３ ５ ～ １ １ ： ５ ５  

（昼食・休憩） １ １ ： ５ ５ ～ １ ３ ： ０ ０  

午後

の部 

発表順位８ １ ３ ： ０ ０ ～ １ ３ ： ２ ０  

〃    ９ １ ３ ： ２ ０ ～ １ ３ ： ４ ０  

〃   １０ １ ３ ： ４ ０ ～ １ ４ ： ０ ０  

〃   １１ １ ４ ： ０ ０ ～ １ ４ ： ２ ０  

〃   １２ １ ４ ： ４ ０ ～ １ ５ ： ３ ０  

発 表 結 果 取 り ま と め １ ４ ： ４ ０ ～ １ ５ ： ３ ０  

（ 休   憩 ） （ １ ４ ： ４ ０ ～ １ ４ ： ５ ５ ）  

特 別 講 演 １ ４ ： ５ ５ ～ １ ５ ： ３ ０ 森づくり推進課 保安林係 

審 査 結 果 の 発 表 １ ５ ： ３ ０ ～ １ ５ ： ３ ５ 審査員長 大 重 次長 

講 評 １ ５ ： ３ ５ ～ １ ５ ： ４ ５ 審査員 下 川 特任教授 

表 彰 及 び記 念 品 の授 与 １ ５ ： ４ ５ ～ １ ６ ： ０ ０ 環境林務部長 

閉 会 １６：００  
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平成９年北西部地震の発生により整備された 

治山施設の効果検証と維持管理について 

北薩地域振興局 農林水産部 林務水産課  外 西   茂

（スライド１，スライド２） 

 平成 9年 3月 26 日に，鹿児島県北西部を震源と

する地震が発生し，多方面に多大な被害をもたら

した。 

 地震の規模はマグニチュード 6.3。震源は薩摩

川内市(旧川内市)の北東約 30km 付近の東西にの

びる断層の中にあり，震源の深さは約 7ｋｍ，各

地の震源はさつま町鶴田で震度 6強，薩摩川内市

東郷町，阿久根市で震度 6 弱，薩摩川内市(旧川内

市)及びさつま町宮之城で震度 5強，周辺地域でも

震度 5弱という大規模なものであった。 

 その後も余震が続き，5月 13日に前回の震源か

ら約10kmの南側を震源とするマグニチュード6.2

の地震が発生したことから，各地の住宅周辺の林

地の崩壊や人家の倒壊等の被害はさらに拡大し，

本県では当時としては近年にない地震災害となっ

た。 

 

（スライド３） 

地震の震源地となった紫尾山周辺は，四万十層郡

が広く分布しており，薩摩川内市東郷町北部から

さつま町の北西部にかけて局部的に花崗岩類が分

布している。この地帯の花崗岩類は，紫尾山花崗

閃緑岩と呼ばれ，風化を受けやすい角閃岩を多量

に含み，ナトリウム・カリ元素にも富んでいるた

め，風化に弱く，風化するとシラスと並ぶ特殊土

壌であるマサ土となるため，山腹崩壊や斜面崩壊

が多数発生した原因となった。 

 

（スライド４） 

 今回の調査箇所とした，薩摩川内市東郷町 本

俣地区にある新谷川流域の地質は，風化に弱い花

崗閃緑岩に位置しており，地震により多数の崩壊

が発生し，その土砂が山袖部や渓流部に多量に堆

積していた。 

 また，山腹斜面には今後崩壊する恐れの高い亀

裂が多数確認され，豪雨時等に土石流となり，下

流域にある本俣集落・耕地・県道へ多大な被害を

及ぼす可能性が高まったことから，早急に復旧を

図るため，平成 10年度から平成 23年度の 13年間  

において，地域防災総合対策事業により整備を図

った。 

 今回，地震の発生から 20 年の節目を経過したこ

とから，地震の発生により整備された治山施設の

効果と，今後の施設の維持管理の検討を行った。 

 

（スライド５） 

 今回の調査区域とした薩摩川内市東郷町本俣地

区にある新谷川流域は，平成 9年 3月 26 日及び 5

月 13 日に発生した震源地に挟まれ近接している

ことや，花崗岩である地質も相まって，極めて多

数の山腹崩壊が発生しており，地震により発生し

た崩壊地は，その後の降雨により拡大や土砂の流

出が進み，一部では小規模な土石流も発生してい

たため，当該地区の地震発生後の現地調査を行い，

①崩壊状況，②渓流状況，③土砂及び流木の流下・

堆積状況を，地震前後に撮影した２組の空中写真

を用いて，判読調査を実施し，崩壊地の分布図を

作成した。 

 

（スライド６） 

その結果，崩壊地の流域面積は 280.51ha，流域数

としては 17渓流の中で発生していました。崩壊箇

所数は大小合わせて 256 箇所に達しており，その

崩壊面積は 11.29ha と大規模なものであった。 

 崩壊面積を流域面積で除した崩壊発生率は

4.0％，推計した崩壊土砂量は約 7万 1 千 m3 と極

めて多く，その内，約 9割の約 6万 6千 m3 が崩壊

地裾部やその近辺の渓床部に堆積している状況に

あり，渓流へ流出する恐れが高い状況であった。 

 一方，崩壊地の規模は，全体の約 25%が 1,000m2

以上の崩壊で，崩壊斜面の角度は，40 度～50度の

斜面で発生しており，深さは 0.3m から 0.5m と比

較的浅い崩壊が大半であった。 

 

（スライド７，スライド８） 

 治山施設の整備の考え方として，渓間工では，

「崩壊地山袖部や渓床付近に堆積している不安定

土砂の下流への流出防止対策」のため，渓床付近

のみならず，山腹中にも崩壊の恐れがある不安定

土砂が多量に存在していることから，小さな渓流

も含めて 15基の谷止工を設置した。 
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 次に，山腹工では，「崩壊に至る危険性のある山

腹斜面対策」，「崩壊斜面の荒廃復旧対策」のため，

崩壊斜面が 40°～50°とかなり急であることや，

また，崩壊する危険性のある不安定土砂の層の厚

さが平均 50cm 前後と薄く，また，山腹の上部斜面

に多く発生していること。不安定土砂の直下に，

比較的硬質な風化岩が分布していることなど，こ

のような現地条件を検討して 3.97ha の山腹工を

施工した。 

 新谷川渓流の治山整備の配置は，図のとおりで

ある。 

 まず，治山施設の効果検証として，崩壊地直下

に谷止工を設置したものを除いた 8 基の谷止工を

対象として調査を行った。 

調査内容は，水表の堆砂状況。上流部渓床の荒廃

状況とした。 

 堆砂量は，ダムの放水路からの高さと奥行きを

調査した結果から，設計時の横断面図をもとに推

計した値とした。 

 次に，調査した 8基の谷止工のうち，本流に整

備した谷止工と，支流に整備した谷止工のそれぞ

れ１基の状況を写真により説明する。 

 

（スライド９） 

 平成 11年度に施工した谷止工について，堤高は

5.0m。堆砂高は 4.5m，堤高の 90%まで堆砂してお

り，殆ど堆砂している状況で，堆砂延長は 28.4m。

堆砂勾配は 1.0%であった。 

 本流に設置されているため，水量や荒廃森林が

多いことから，上流からの土砂の流出が進んでい

ると考えられる。 

 上流部の渓床に荒廃は確認されなかった。堆砂

部分にはカヤ等の植生が入っており堆砂した土砂

が固定されている状態であった。 

 

（スライド１０） 

 次に，平成 21年度に施工された谷止工について，

堤高は 8m。堆砂高は 4.5m，堤高の 56%まで堆砂し

ている状況で，堆砂延長は 32.9m。堆砂勾配は

1.17%であった。 

 支流に設置されているため，堆砂はあまり進ん

でいない状況であった。上流部の渓床には荒廃は

確認されなかったが，森林施業のために切り捨て

られた未利用材の流出が確認された。 

 

（スライド１１） 

 渓間工(谷止工)の調査の結果，不安定土砂量

13,756m3 に対して，整備計画量は 15,537m3，整備

計画率は 112.9%であった。 

 平成 29 年 6 月末の調査時点では，調査した 8

基のうち，満砂している谷止工は無く，整備計画

量に対する堆砂率は平均 45%，堆砂残は，8,492m3

あり，推測では，現況の推移で堆砂していくと考

えた場合，余裕があることが確認された。 

 満砂まで要すると推測される平均の期間は，約

10年程度。短期間のもので 3 年であった。 

 なお，早期に緑化が図られたことなどにより，

土砂流出が少ない箇所では，満砂まで約 50年程度

を要すると判断されるものもあった。 

 

（スライド１２） 

 山腹工について，山腹斜面が 40°～50°とやや

急であること。土壌分析の結果，保水性がなく，

土壌硬度が高いことや，崩壊斜面が，50m 以上に

達するものが多いため，吹付工若しくは植生マッ

ト工が施工されていた。 

 写真は平成 21 年度から平成 22 年度に植生マッ

ト工を施工した箇所である。地震発生後の崩壊時，

工事着工前，一部完成と施工中， 後に完成から

7 年が経過した現在の状況であるが，全体的に植

生は図られていることが確認された。  

 

（スライド１３） 

 しかし，調査箇所はシカの生息頭数が多いこと

から，一部の施工地では食害や踏み荒らしを受け，

植生が衰退している法面が確認された。 

 今後，さらにシカ等による植生基盤材の損傷に

より表面が露出し，荒廃の進行が懸念されるとと

もに，金網の腐食が進んでいる部分もあるため，

早急な対策を講じる必要はないと考えられるが，

植生の推移について，注意して点検を行う必要が

あると考えられる。 

 

（スライド１４） 

 次に，平成 22年度に植生工をシカ等による食害

や踏み荒らしから保護するため，獣害対策工を施

工した箇所を調査した。 

 この工法は植生工の上に強固な金網を 20cm 程

度の高さで浮かして設置し，動物の侵入の抑制と，

もしシカ等が侵入しても地際から食害されること

を防止する効果を期待して施工された。 

設置後，7 年が経過しているが，施工した山腹下

部の盛土部分は，周辺と比較して植生が良好であ

ることから，効果は発揮されていることが確認さ
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れた。 

 

（スライド１５） 

 治山施設が整備された森林の大半は，藤川山林

株式会社鹿児島事業所が管理されており，複層林

などの災害に強い山作りに取り組んで頂いている。  

 今回，北西部地震の発生により整備された治山

施設の効果を検証すると，整備された谷止工に異

常は無いこと，地震発生時に発生した不安定土砂

の移動防止，崩壊斜面の安定が図られていること

が確認できた。 

 また，谷止工の貯砂量としては，8,492m3。推測

で満砂まで約 10 年の機能を有していることが確

認できた。 

 近年は全国各地で大規模な地震が多発している

ことや，予期せぬ集中豪雨も全国各地で発生して

いることから，新たな土砂生産が進むことが考え

られるため，今後の維持管理に当たっては，堆砂

の状況を見ながら，新たな谷止工の設置や堆積土

砂の排土の対策が必要か検討していく必要がある

と考える。 

 また，山腹工については，一部に，シカ等によ

る被害が発生しているが，カヤ等の在来種の自然

植生も一部見受けられるため，金網の腐食の状況

と併せて，今後の推移を調査していく必要がある。 

 

（スライド１６） 

 後に，治山施設を整備した流域面積は約

280ha と広範囲に及ぶため，当振興局の職員だけ

では，施設の把握・点検は困難な状況である。 

 このため，森林管理者であり，また，山地防災

ヘルパー員として活動を頂いている，藤川山林株

式会社鹿児島事業所と連携した，治山施設の巡回

体制を整備していくとともに，平成 9年の北西部

地震の際に集団避難をされた，下流域の本俣集落

においては，自主防災組織が組織化されているこ

とから，治山施設の機能の状況を事前に周知し，

予期せぬ災害に備えた対策をしていけるように，

連携を図っていくこととしたいと考えている。 
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山腹工（人家裏）の植栽木に関する課題と対策について 
 

 

鹿児島地域振興局 農林水産部 林務水産課  田 島 英 俊

１ はじめに 

（スライド１，スライド２，スライド３） 

はじめに，鹿児島地域振興局管内における過去

10年間に完成した県営治山事業の件数を，工種別

に示す。 

円グラフの 75％を山腹工が占めているが，この

山腹工の内訳について，二級芝筋工による「切土

部の植栽有り」とそれ以外で分類する。 

近年は，法枠工等による施工が増加している印

象があるが，山腹工の「切土部植栽有り」の割合

が全体件数の約４割を占めており，当局管内にお

いては，切土部に植栽する，いわゆる「通常山腹」

の施工件数が も多くなっている。 

このように管内で も施工割合の高い，切土部

への植栽を伴う山腹工事であるが，施工前の住民

説明会において，土地所有者から「管理するのは

大変だから植栽しないで欲しい」との意見が多く

寄せられる。 

その都度，低木性樹種を選定していることや施

工実績のある樹種を選定していることを説明して

いるが，土地所有者の理解を得るのに大変苦慮し

ている状況である。 

 

２ 治山用植栽樹種の課題と現況 

（スライド４） 

治山用植栽樹種は，これまで，スギやヒノキ，

クヌギやヤシャブシなどが主体であり，樹高が高

くなると下に覆い被さるようになることから，施

工地下部に人家がある場合には，居住者が不安に

なることが多かったようである。 

平成８年度施工地の例を示すと，クヌギが施工

地下部の市道へ傾いている状況となっている。 

これらの状況を踏まえ，治山用植栽樹種の選定

については，これまでに十分検討がなされており，

その結果，現在では，平成 22年度版治山必携に，

「人家裏植栽樹種の選定」として樹種名が明示さ

れ，示された樹種の中から選定している。 

しかしながら，このように新たに選定して植栽

した樹種の施工後の状況については，殆ど把握さ

れていない。 

（スライド５） 

このため，新たに選定した樹種の是非を確認す

ることを目的に，既設の植栽木の生育状況を調査

し，植栽木を管理する上での課題を抽出し，その

対策を検討した。 

（スライド６） 

生育状況調査の説明の前に，平成 22年度以降，

管内で植栽している樹種を示す。 

盛土部分は，ヒサカキとヤブツバキを主木とし，

ウツギを肥料木とする３樹種で構成している。 

いずれも低木性樹種であることを主眼に，花を

咲かせ，庭木としての利用があるなど，土地所有

者の関心を寄せる樹種であることを考慮して選定

している。 

（スライド７） 

切土部分は，アラカシ・タブノキ・クヌギを主

木とし，ヤシャブシを肥料木とする４樹種で構成

している。 

以前のクヌギとヤシャブシという樹種構成では，

落葉すると一斉に枯れ木に覆われてしまい，雨滴

による表面浸食が懸念されたため，これを防止す

る目的で落葉樹と常緑樹と混植することを主眼に

選定している。 

 

３ 既設山腹工の生育状況調査 

（1）調査概要 

（スライド８） 

次に，生育状況調査の概要を示す。 

平成 22 年度以降に施工し，五枚段積苗工や木柵

工による盛土部への植栽があり，且つ，二級芝筋

工による切土部への植栽がある箇所を対象とした。 

また，山腹の傾斜方向として も多かった南向

き斜面を対象とし，これらの条件に合致した箇所

の中から６箇所を選定した。 

なお，調査項目は，盛土部・切土部別の残存本

数と樹高とした。 

（スライド９） 

調査方法は，盛土部の３本１組を連続して 10

組，切土部の４本１組を連続して同じく 10 組とし，

それぞれの本数と樹高を測定した。 

測定に当たり，盛土部の低木性樹種については，

管理可能な高さとして約２ｍに何年で達するのか，
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また，切土部の高木性樹種については，植栽環境

の厳しい治山施工地において，何年でどのくらい

の高さになるのか，に着眼して実施した。  

 

（2）調査地の現状と調査結果 

① ２年経過施工地１ 

（スライド 10） 

施工後約２年を経過した施工地の現況を示す。 

当該箇所は水平部の下草の繁茂が著しく，植栽

木自体を探すのも，ままならない状態となってい

た。このような状態では，植栽木の被圧が懸念さ

れるだけでなく，山腹内に設けた管理用の階段が

どこにあるのか全く判らない状況となっており，

所有者が管理する上でも困難な状態であった。 

（スライド 11） 

１箇所目の調査結果を示す。 

盛土部樹種について，成長の遅いヒサカキとヤ

ブツバキは樹高 1.0ｍ程度であったが，成長が早

いとされているウツギについては，2.0ｍを超えて

いるものも確認された。 

残存率は，ヒサカキが 50％と も低く，ヤブツ

バキ・ウツギはそれぞれ 80％と 100％であった。 

土地所有者に確認したところ，以前に盛土部の

み刈り払いをしたとのことだったため，成長の遅

いヒサカキについては誤伐があったものと推測さ

れた。 

切土部樹種について，アラカシとヤシャブシは

3.0ｍ超の高さになっているものが確認された。 

残存率については，下草による被圧が懸念され

たが，４樹種とも 100％であった。 

 

② ２年経過施工地２ 

（スライド 12） 

２箇所目には，同じく，施工後約２年を経過し

た施工地の現況を示す。 

当該箇所は山腹の刈り払いをしていないが，盛

土部と切土部のいずれも下草は適度に繁茂してい

る状況であった。 

（スライド 13） 

２箇所目の調査結果を示す。 

盛土部の樹高は，2.0ｍを超えるものは確認でき

ず，平均樹高はいずれも約 1.0ｍ程度であった。 

一方，切土部においては，突出した樹高のもの

は確認できなかった。 

残存率については，盛土部と切土部のいずれも

100％で，良好な生育状況であった。 

 

③ ４年経過施工地１ 

（スライド 14，スライド 15） 

３箇所目に，施工後約４年を経過した施工地の

現況を示す。 

当該箇所は，所有者が下刈り等の管理を実施し

ている箇所である。 

切土部は，枝張りにより水平部分の移動が困難

な状況であり，今後，除伐などの作業をする上で

注意を要すると思われた。 

（スライド 16） 

３箇所目の調査結果を示す。 

盛土部のヒサカキの残存率が非常に低位であっ

たが，これは下刈り作業時の誤伐によるためと推

測された。 

一方，切土部の残存率は 90％から 100％残存し

ており，堅調に生育していることが確認できた。 

 

④ ４年経過施工地２ 

（スライド 17） 

４箇所目に，施工後約４年を経過した施工地の

現況を示す。 

当該箇所も，３箇所目と同様に，切土部の水平

部分は枝張りにより移動するのが困難な状況であ

った。 

（スライド 18） 

４箇所目の調査結果を示す。 

残存率について，盛土部のヒサカキ及び切土部

のタブノキが 60％と低位であった。 

 

⑤ ５年経過施工地 

（スライド 19） 

５箇所目に，施工後約５年経過した施工地の現

況を示す。 

山腹内に容易に入れない状態であったが，樹高

5.0ｍ超の植栽木を多数確認できた。 

（スライド 20） 

５箇所目の調査結果を示す。 

盛土部と切土部のいずれも，これまでの調査箇

所よりも平均樹高は高い傾向であった。 

残存率については，盛土部と切土部のいずれも

80～90％であった。 

 

⑥ ６年経過施工地 

（スライド 21，スライド 22） 

６箇所目に，施工後６年を経過した施工地の現

況を示す。 

全景写真では人家裏の森林化は十分図られてい
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るが，家屋の裏を見ると，盛土部の低木性樹種の

樹高が高くなり，家屋側に傾きつつあった。 

盛土部の平均樹高は 3.0ｍ近くあり，早期に樹

高を抑制する処置を要すると思われた。 

当該箇所は，土地所有者が保全対象の人家と別

ということもあり，植栽木の管理は殆ど行われて

いない状態であった。 

  また，切土部の樹高も 5.0ｍを超えるものが

大多数であり，樹冠は閉鎖し，下層植生の繁茂は

少ない状況であった。 

 （スライド 23）  

６箇所目の調査結果を示す。 

盛土部の樹高は，５年経過施工地と同様に，2.0

ｍを超えるものが殆どであった。 

また，切土部の樹高は，平均すると約 6.0ｍ近

くであった。 

残存率は，盛土部で 60～80％，切土部では４樹

種とも 80％であった。 

 

（3）調査結果のまとめ 

（スライド 24，スライド 25） 

これまでの調査結果のまとめを示す。 

盛土部の平均樹高について，ヒサカキとヤブツ

バキは，施工後６年を経過しても概ね 2.0ｍ程度

であり，十分管理可能な高さであることが確認で

きた。 

一方，切土部の平均樹高は，５年を経過すると，

平均樹高が 5.0ｍを超え，盛土部との樹高の差が

認められた。 

これらのことから，家屋に近い盛土部に，低木

性樹種を選定した効果はあったということが確認

できた。 

樹種別の残存率については，盛土部樹種の内，

ヒサカキの残存率が 63％と低位であったが，所有

者による誤伐が含まれていると推察されるため，

精査が必要だと考えられる。 

一方，切土部樹種の残存率は，いずれも 90％近

くあり，樹種間に著しい差異は認められなかった。 

これらのことから，いずれの樹種も堅調に生育

していると確認されたため，新たに選定した樹種

構成は妥当であると考えられた。 

 

４ 植栽木管理に関する課題と対策 

（スライド 26） 

管理面における課題を大別して示す。 

（スライド 27） 

まず，一つ目の課題である，下草の繁茂抑制に

ついて，小面積の施工地が点在している現状では，

事業による下刈りの実施は非常に困難であるため，

実質的に，土地所有者へ委ねざるを得ない状況に

ある。 

特に，盛土部分については，植栽間隔が広く，

外部から侵入しやすい状況であることや，植栽樹

種の成長速度が遅く，丈の高い下草に被圧されや

すいことなどから，植栽木周辺にシート状の二次

製品を活用する方法がとれないか，検討していく

予定である。 

（スライド 28） 

二つ目の課題である，樹高の伸長抑制について，

今回の調査中に，植栽木の芯止めをしている施工

地を確認した。当該箇所は，施工後約８年経過し

ているが，樹高は約 2.0ｍ程度のままであった。 

この「芯止め」は，樹高を抑制する上では有効

と考えられるが，高木性樹種の根の生長にどのよ

うな影響を及ぼすか不明であることや，保安林制

度の手続きを要することが想定されることから，

実施については，十分検討していきたい。 

（スライド 29） 

三つ目の課題である，土地所有者への植栽樹種

の周知について，今回，現地調査を行ったところ，

土地所有者が植栽樹種を全く知らないケースが殆

どであると感じられた。 

このため，植栽樹種名や植栽位置を明示すると

ともに，植栽木の管理を行っている施工地の事例

等を記載したチラシを作成し，今後は完成通知と

併せて，土地所有者へ送付することとしている。 

 

５ おわりに 

（スライド 30，スライド 31） 

今回の調査時に，土地所有者から「今後刈り払

いを行う予定にしているため，植栽樹種を教えて

欲しい」との要望を受けたことから，チラシを作

成し，説明を行った。 

これらの取組を通じて，土地所有者が少しでも

植栽木の管理に目を向け，健全な治山施設の維持

に寄与することを期待したい。 
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姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 林務水産課  村 尾 志 朗

【はじめに】 

 本来，治山林道研究発表会においては，治山・

林道事業の技術向上に寄与する発表内容でなけれ

ばならないと思うが，私が平成２８年４月から半

年間，福島県に派遣され，東日本大震災により被

災した海岸防災林の復旧・復興業務に携わったの

で，復興状況及び業務内容等について，発表会の

場をかりて報告する。 

 

【福島県の位置図】 

［スライド２］ 

 私が派遣された福島県相双農林事務所は，相馬

野馬追(そうまのまおい)で有名な南相馬市にあり，

管内総土地面積約１７万３千 ha，森林面積が１１

万６千 ha，人口１０万８千人で，２市７町３村を

管轄している。 

 管内は様々な発電所が建設された電源地帯です

が，大震災に伴う福島第１原発事故の収束等，依

然として解決すべき課題が山積している状況であ

った。 

 

【東日本大震災による被害状況】 

［スライド３～４］ 

 次に，東日本大震災による福島県の被害状況に

ついて説明する。 

 福島県内の広範囲が震度５弱から震度６強の激

しい揺れを観測し，浜通り沿岸部は大規模な津波

の発生により死者・行方不明者合わせて３，８７

６名，避難者８９，３１９名をもたらす甚大な自

然災害となった。 

 なお，この震災に伴う治山・林道関係の被害状

況は，治山関係で１１３箇所１４３億円，林道関

係で７３５箇所２４億円であった。 

 

【海岸防災林の被災状況】 

［スライド５～８］ 

 福島県の海岸線延長は約１６３ｋｍあり，海岸

部の民有林２６１ha が潮害防備等の保安林に指

定されていたが，大津波により保安林の６０％に

あたる１５５ha が流出した。 

 

 写真は，双葉郡楢葉町に襲来した津波到達時の

状況である。津波により潮害・飛砂・風害等の機

能発揮や白砂青松の景観を形成してきた海岸防災

林をはじめ，沿岸地域に壊滅的な被害をもたらし

た。 

 主な被災状況を紹介する。 

 相馬市松川浦地区は，県立自然公園にも指定さ

れ，官民合わせて１３０ha が潮害防備保安林とし

て機能を発揮していたが，およそ７．３ｍの津波

によりクロマツ林が流失しほぼ壊滅状態となった。 

 南相馬市鹿島区北海老地区は，約１８haの保安

林が県道や農地を保全していたが，津波によりク

ロマツ林が流失し，ほぼ壊滅状態となった。 

 

【海岸防災林の復旧・整備方法】 

 大震災による津波被害では，甚大な被害を受け

た海岸防災林も多いが，津波エネルギーの減衰や

漂流物を捕捉するなど一定の効果を発揮した防災

林もあった。［スライド９］ 

 

 特に，いわき市新舞子地区では，おそよ７.６ｍ

の津波に襲われましたが，一部に被害はあったも

のの林帯により車両等の津波漂流物を捕捉し，林

帯背後の農地への流入を防いだ事例が確認されて

いる。［スライド１０］ 

 

 海岸防災林は，こうした重要な役割を担ってい

ることから，防災機能発揮による住民生活の安定，

憩いの場の提供などを通じた地域の早期復興と将

来の津波被害の軽減に資することを目的に，次の

復旧整備方針が策定された。 

 

［スライド１１～１３］ 

 東日本大震災の津波被害を踏まえ，潮害・飛砂・

風害の防備等の災害防止機能に加え，津波に対す

る被害軽減効果も考慮して，林帯幅を既存の防災

林とあわせて概ね２００ｍに拡大することとした。 

 林帯幅については，津波高６．５ｍ等の一定条

件で数値シミュレーションを行った結果，林帯幅

の広さに応じてその効果が発揮され，林帯幅が２

００ｍの海岸防災林が存在した場合，津波の流体
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力が３割程度減少する結果が得られている。 

 海岸防災林と海岸防潮堤との組合せによる多重

防御の一環として，盛土により地下水位から３ｍ

程度の植生基盤を確保し，クロマツ等の植栽によ

り「粘り強い海岸防災林」を整備することとした。 

 盛土高については，十分な樹高を有し被害を受

けずに残った樹木は，地下水位より上位の土層深

が３ｍ程度の箇所で生育しており，また，幹折れ

はしたが根返りはしなかった樹木は，地下水位よ

り上位の土層深が２ｍ程度の箇所で生育していた

ことが確認されたため，樹木の根系の健全な成長

を確保及び津波に対して根返りしにくい林帯を造

成する観点から，地下水位から所要の地盤高さ３．

０ｍ程度を確保する盛土を実施する。 

 

【海岸防災林の整備計画】 

［スライド１４］ 

 これらの整備方針を基本に，海岸防災林の整備

を平成２３年度から着手しており，全体計画は次

のとおりである。 

 ○事業期間：平成２３年度～３２年度 

 ○実施地区：３市４町の９地区で実施 

 ○事 業 費：は約９８４億円 

 ○実施面積：６８５ha 

 ○実施延長：３９．７ｋｍ 

 

【海岸防災林の施工状況】 

［スライド１５～１８］ 

 主な復旧工法の施工状況を写真で紹介する。 

 工種工法は，生育基盤盛土工，防風工，植栽工

等の単純な組合せで構成されている。 

 

 写真は生育基盤盛土工の盛土材搬入状況及び敷

均し状況である。 

 盛土材については，購入土を主として使用して

いるが，供給不足が懸念されるため，福島県自ら

が土砂採取する公設土取り場の設置や，火力発電

所の石炭灰の有効活用を図っている。 

 

 写真は防風柵，静砂垣の施工状況である。 

 森林・林業の復興に少しでも寄与するため，使

用木材は福島県産材を使用している。 

 また，用地取得の状況に応じて盛土工の完成に

時間差が生じる箇所については，移動型の防風柵

により，植栽木の保護を図っている。 

 

 写真は植栽工の施工状況である。 

 植栽は植栽時期の制約がない抵抗性のコンテナ

苗を，沿岸部から３０ｍ程度は１０，０００本／

ha でクロマツを，内陸部には５，０００本／ha

でクロマツ・アカマツ・広葉樹を植栽している。 

 

【派遣職員の業務】 

［スライド１９～２３］ 

 次に，派遣職員の業務について説明する。 

 これまで福島県には平成２３年度から全国の２

２都道府県から１２７名が応援職員として派遣さ

れており，平成２８年度は１２都道府県から１６

名が派遣されている。 

 

 平成２８年度の主な業務内容は次のとおりであ

る。 

 ①海岸防災林造成事業に関する計画・設計・積

算・監督業務 

 ②関係する復旧・復興事業等との調整業務 

 ③用地取得または事業理解のための地元説明に

関する業務 

 

 鹿児島県からの派遣職員は，平成２８年度より

相馬市地区を群馬県派遣職員の２名で担当してい

る。 

 なお，相馬地区の事業計画は，実施面積１７０

ha，事業費２００億円を計画しており，平成２７

年度末で２２ha 完了し，進捗率は２３％となって

いる。 

 予算規模は平成２７年度からの繰越予算が約１

５億円，平成２８年が約３９億円の計５４億円で，

そのうち１箇所の契約額が２０億円強の箇所を担

当するなど，想像以上の予算額であり，これまで

に経験したことがない事ばかりであった。 

 

 事業の実施に当たっては，防潮堤や道路・国有

林等の復旧・復興関連工事が大規模に行われてい

るため，各工事間調整や施設の取り付け協議等各

事業間の連絡調整を日常的に行う必要があり，現

地調査や打合せ協議に時間を費やした。 

 

 用地取得に関する地元説明等においては，土地

所有者の中には，県内外へ避難や転居している方

が多数いたため，事務処理に日数を要することも

多々あった。 

 

［スライド２４～２６］ 

 次に，担当箇所の一部を紹介する。 
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 写真は，防災林造成２８０２工事 岩子東地区

である。 

 盛土工 １９．８１ha 盛土量 約４９万 m3 

契約額は約２２億円である。 

 発注規模が大きく私を含めた鹿児島県からの派

遣職員４名が担当することになる工区である。 

 盛土材の搬入は１日当たり約６０台のダンプト

ラックにより約２，８００m3 を搬入している。ま

た，一部用地取得困難地があり，施工箇所もブロ

ック状で実施している。 

 

 写真は，防災林造成２７０４業務 大洲地区で

ある。 

 植栽工 １．３８ha 竣工額は約５，４００万

円である。 

 植栽木はクロマツ・アカマツで防風柵や静砂垣，

管理道を実施している。 

 コンテナ苗の植栽は，ディブルという専用器具

を用いることで効率的に植穴を掘ることが可能で，

生育状況も良好であった。 

 

［スライド２７］ 

 住環境については，南相馬市及び近隣市町では

住宅事情が厳しいため，福島県では派遣職員の住

環境を整備し，受入体制を充実させるため，仮設

公舎を建設した。 

 仮設公舎は１Ｋタイプで，冷蔵庫やエアコン等

の家電製品や家具が備え付けられており，良好な

環境であった。 

 また，休日は派遣職員や福島県の職員と福島県

内や近隣県を観光するなど，心身のリフレッシュ

や他県の職員との交流を深めることができ，よい

経験となった。 

 

【派遣期間をおえて】 

［スライド２８～３０］ 

 半年間の派遣期間を福島県職員や他の派遣職員

の協力により無事に終えることができた。 

 

 近年，大規模な災害発生時は，他の都道府県に

対し応援職員の派遣を要請しており，本県におい

てもいつどのような災害に襲われるかはわからな

い。 

 

 そこで，今回の経験を通じて派遣職員及び受入

先職員の負担軽減や業務の効率化を図る上で必要

と思われる事項について考慮してみた。 

①後任職員と業務内容の引継ぎを確実に行う 

  着任後，他部局と打合せ協議を行った際，引

継書に記載のなかった事項で 

苦慮したことから，復旧・復興期間が長期化する

場合など，他部局や地元と 

の細かな打合せ内容も記録するなど，後任職員に

わかりやすい引継書類の作 

成が必要である。 

 

②業務システム等研修の充実を図る 

  着任後，設計積算や製図ＣＡＤの操作研修会

が開催されたが，１回の研修だけでは理解ができ

ず，操作に苦慮したことから，研修やマニュアル

の充実 

を図る必要がある。 

  また，将来的には九州ブロックなどを単位に，

共通した業務システムを利用することができれば，

大規模災害時は業務の効率化に有効ではないかと

考える。 

 

③技術職員等業務の実施体制の充実を図る 

  福島県においては，森林土木事業に精通した

職員が次々と退職する等，中堅職員が極端に少な

い職員構成であったため，ベテラン職員の負担が

大きいと感じた。 

  本県においても世代交代の過渡期であり，若

手職員の育成により一層力を注ぐ必要がある。 

 

④職員のメンタルヘルス対策の強化 

  復旧・復興業務に加え通常業務を行うなど，

膨大な業務に伴う心身の不調により，療休や休職

を余儀なくされる職員がおり，日常的な健康管理

や心身不調の予防・早期発見と的確な対応ができ

るよう，対策を強化する必要がある。 

 

【おわりに】 

［スライド３１～３２］ 

 東日本大震災から６年が経過したが，被災地で

は避難者の生活再建，風評被害の払拭や震災の記

憶の風化防止等の課題がある一方，復興の基盤と

なる交通インフラ等の復旧や様々な拠点施設の整

備，さらには原発事故による避難指示解除に向け

た動きなど，福島の復興は着実に前へと進んでい

る。 

 福島県における海岸防災林造成事業には半年間

しか関わっていないが，事業が無事に完了し，美

しい松林に成林することを願いつつ発表を終わる。 
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大島支庁 農林水産部 林務水産課  兒 玉 栄 司

１ はじめに 

(スライド１～５) 

奄美群島は，奄美大島を含め８つの有人島から

なる島々で，海岸線が長く，南北約１７０ｋｍの

範囲内に飛石状に連なっている。 

 また，台風の常襲地帯でもあり，近年では，

日本に接近する台風の個数が，増加傾向にあると

ともに，管内を通過する台風も全体の半分を占め

ている。 

 このように海岸線が長く，台風の常襲地帯で

ある奄美群島では，海岸後方の農地や人家が被災

しやすい状況にあり，海岸防災林の役割は非常に

重要である。 

 そこで，海岸線沿いの保安林の機能強化を図

るため，海岸防災林の造成，改良に取り組んでい

る。 

 奄美大島における海岸防災林の造成は，昭和

３０年頃から実施され，当時からモクマオウによ

る一斉植栽を行ってきた。 

 モクマオウは，養分の乏しい海岸地でも初期

成長が早く，奄美群島の海岸防災林として防風・

防潮効果を充分発揮してきたが，植栽後，約３０

年でモクマオウの樹勢が衰退することや，大型化

した台風による高潮などをたびたび受けたことか

ら，モクマオウ一斉林は徐々に衰退することとな

った。 

 

２ 海岸防災林造成の現状と課題 

（スライド６～７） 

 近年，被害を受けた保安林の再生を図るため，

防潮堤の嵩上げを行うと共に，荒廃した保安林の

再整備に努めているところで，新たな植栽配置と

して，海岸側に「前線林」として，耐風・耐潮性

に優れたアダンを，その後方に成長が早く，短期

間で防風効果を発揮できるモクマオウを植栽し，

前線林の後方には「永続林」としてオオハマボウ・

テリハボク等の在来樹種を植栽し，保安林整備を

図ってきた。 

 しかし，これまでの施工実績では，期待した

ような生育状況に至っていない箇所が多く見受け

られる。 

 また，劣悪な海岸地域でも成長が良く，早期

の防風・防潮効果の発揮が可能なモクマオウにつ

いては，鹿児島県の外来種リストで防除対策種に

位置づけられ，他の樹種への代替の検討が必要と

されるなど，今後，モクマオウを含まない在来樹

種を主体とした新たな植栽方法への転換が急務と

なっている。 

 そこで，今回，これまでの植栽配置における

生育状況を調査し，在来樹種による新しい植栽計

画の可能性について検証した。 

 

３ 植生（樹高・枯死率）調査 

（スライド８～１２） 

 調査対象箇所は，気象・環境・施工条件等が

類似している箇所を選定することが望ましいこと

から，沖永良部島の南東から南に面した，９ｋｍ

の範囲内で植栽した・和泊町前里地内・知名町池

田地内・知名町メンドマリ地内の３地区を対象と

して調査した。  

 調査方法は，木簀防風工で区切られたプロッ

ト毎に調査し，毎木調査により生存本数と樹高を

調査した。 

 前線林の樹高推移（スライド１０）を検証す

ると，アダンについては地区毎の成長差はないが，

モクマオウは，メンドマリ地内と池田地内が同じ

ような成長で推移しているのに対して，前里地内

の成長が特に良く，植栽後１年目までに２倍の差

が生じているほか，１年で２ｍ以上成長しており，

このような生長量は，在来樹種には見られない優

れた特徴である。 

 永続林に植栽した，オオハマボウ・テリハボ

クの結果（スライド１１）を検証すると，どちら

も，前里地内の成長が良好で，特に６ヶ月までの

間で成長差が生じているが，初期成長が遅いメン

ドマリと池田地内についても，平均樹高が７０ｃ

ｍを超えると前里地内と同様の生長量となってい

る。 

 これは，植栽後すぐに雑草による被圧を受け

たことが関係し，草丈を超えて成長した個体はそ

の後の成長も良好であることを示している。 

 枯死率（スライド１２）について検証すると，

- 20 -



海岸部における保安林整備について 

 
メンドマリ地内は永続林の枯死率が高く，池田地

内は逆に，前線林の方が枯死率が高い結果となっ

た。 

 また，前里地内の枯死率が極端に低いこと，

特に永続林に植えた在来樹種でも９割が生存して

おり，これまでの植栽箇所が平均７割程度である

ことを考えると良い結果と言える。 

 各地区毎に，どうしてこのような差が生じた

のか，地形的な特性，植栽区域の環境等から検証

した。 

 

４ 植栽環境の調査（ﾒﾝﾄﾞﾏﾘ地内，池田地内） 

（スライド１３～１７） 

 メンドマリ地内では，防潮堤の嵩上げと背後

の植栽を実施しているが，植栽箇所は防潮堤の嵩

上工事による現地発生土で盛土を形成し，１０～

１３％の勾配で施工されたため，植栽実施までの

降雨により表土がかなり流出し，植栽土壌として

は，保水力が低く，乾燥した状態で痩せた土壌と

なった。 

 また，植栽前は地拵えを行い，永続林の植穴

に客土を実施したが，植栽後２ヶ月で雑草が全体

的に見られ，４ヶ月すると草丈は５０ｃｍ以上と

なり全体的に繁茂している状況で，成長の早いモ

クマオウは確認できるが，在来樹種は雑草に被圧

されている。 

 このようなことから，全体の枯死率が高く，

また，成長の遅い在来種を植栽した永続林の方が

より枯死率が高い結果となった。 

 池田地内では，防潮堤１５００ｍの嵩上げと，

３ha の保安林整備を実施している。 

 植栽箇所は，比較的平坦で，緩やかに傾斜し

ているように感じらたたが，降雨後に現地調査す

ると，被覆工に近い箇所で多く滞水しているほか，

植栽区域内の凹地に滞水が見られた。 

 滞水した箇所は，植栽木が集団で枯死するた

め，滞水が多かった前線林がより枯死率が高い状

況となった。 

 また，メンドマリ地内同様地拵えと植え穴へ

の客土を行い植栽木の成長に努めたが，植栽木よ

りも雑草の成長は早く，３ヶ月で全体を覆い，１

年後には草丈８０ｃｍになり，植栽木は，成長の

早い個体のみが確認できるが，ほとんどは草丈に

及ばず枯死する状況となった。 

 

５ 植栽環境の調査（前里地内） 

（スライド１８～２１） 

 前里地内の地形は，池田地内と同様に既設防

潮堤から緩やかに傾斜しており，滞水等による植

栽木の枯死が懸念されることから，植栽区域全体

の排水機能を高めるため，盛土勾配２％以上を確

保することとした。 

その結果，全体の約６０％が盛土区域となった。 

 スライド１９は，植栽完了時のテリハボクと

オオハマボウで，苗木は高さが揃い，葉の付き方

も旺盛で，優良な苗で植栽することができた。 

 ６ヶ月後では，全体的に雑草が見られるが，

草丈は植栽木の半分程度で，植栽木が充分成長で

きる環境にあり，下刈り完了後の９ヶ月と１年後

では，植栽木は１ｍ程度まで成長している。 

 スライド２０は植栽後１５ヶ月後の状況で，

全体的にオオハマボウの成長が良く，植栽地全体

を覆っており，雑草は昨年に比べ少なくなってい

るが，生育良好な箇所では，オオハマボウにより，

テリハボクの被圧が懸念されることから，現在実

施している列状の混植は，配置を見直す必要があ

る。 

 スライド２１で示したラインの，右側が盛土

区域，左側は地山区域であるが，成長差が顕著に

表れている。 

 盛土部と地山部の成長差を調査した結果，樹

高は平均でモクマオウが１０２ｃｍ，オオハマボ

ウで３６ｃｍの差が生じている。 

 盛土部で成長のいいオオハマボウは高さ３ｍ

まで成長しており，モクマオウの成長に見劣りし

ない結果であった。 

 枯死率については，モクマオウで約９倍，オ

オハマボウで５倍，平均で４倍も地山部の方が枯

死率が高くなっており，盛土することの有効性が

検証された。 

 しかし，現在のヘクタール当たり６０００本

植えについては，盛土部の平均枯死率が４％と低

く，苗木の生長も良好なことから，今後改善する

必要がある。 

 

６ まとめ 

（スライド２２～２３） 

 これまでの，調査結果から，生育不良の原因

としては 

 ①保水力の低下や乾燥，②雨水等による滞水，

といった地形的な特性と，③雑草による被圧によ

り成長不良が生じていることが判明した。 

 そこで，前里地内においては，排水対策とし

て盛土を実施し植栽を行った結果，①雑草の繁茂
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が抑制され，②植栽木の生存率が上がることや，

③植栽木の成長が促進されることがわかった。 

 検証結果から，良好な生育基盤を確保するこ

とで在来樹種の成長も良好であり，在来樹種によ

る保安林整備は可能である。 

 今後の保安林整備に当たっては，こうした良

好な生育基盤を確保するよう努める。 

 スライド２３は，滞水等により生育不良が生

じた池田地内で，今年度の植栽予定地であるが，

平成２８年度事業において，造成基礎工を完了し

ている。 

 滞水しやすい地形を改善し良好な生育基盤を

確保するため，５０ｃｍの盛土を実施し，台風時

の越波による浸食防止対策として木柵工を，また，

雨や上部からの水対策として排水施設を設置し，

良好な生育基盤を造成した。 

 

７ 今後の課題 

（スライド２４～２６） 

 今回の調査により，植栽に当たってはいくつ

かの課題があることが判明した。 

 現在，管内で植栽している在来樹種は，主に

３種類であるが，他の有用樹の掘り起こしがまだ

必要だと感じた。①有効な在来樹種の検証 

 また，管内で使用する苗木のほとんどは，沖

縄県産であるため，管内での生産者を育成し，供

給できる体制づくりが必要である。②生産者の育

成 

 現在の植栽本数や配置では，樹種毎に成長差

があり被圧の恐れがあることから，③適切な植栽

本数と配置の検討 が必要だということがわかっ

た。 

 今後，先進県の事例等を調査するとともに，

県の森林技術総合センターと連携しながら，在来

樹種による新しい植栽計画の早期確立に努めてい

く。 
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熊毛支庁 農林水産部 林務水産課  森 永 憲 昭

１ はじめに 

【スライド１，スライド２】 

 熊毛支庁は，種子島及び屋久島を所管し，近年，

林道事業については，屋久島の北部において，森

林管理道「屋久島北部線」の開設工事を実施して

いる。 

 屋久島は，九州 高峰の宮之浦岳をはじめ，標

高 1,000m を超える高峰が多数そびえる山岳地帯

からなる島であるほか，年降水量が 4,600mm を超

えるなど，その特異な地形や気象条件から，多く

の固有植物，北限・南限植物が自生しており，平

成５年 12月に世界自然遺産に登録されている。 

 そのような屋久島において，「屋久島北部線」は

自然環境や景観に配慮した工法等により平成 26

年度から着手し，現在，３期目の開設工事を実施

している。 

 今回，「屋久島北部線」におけるこれまでの取り

組みや現状の課題等についてとりまとめたので，

その内容を報告する。 

 

２ 屋久島の概要 

（１）概要 

【スライド３】 

 屋久島の総面積は５万４千 ha あり，森林面積は

４万８千 haと約 90％を占めている。 

 その森林面積のうち，民有林が１万 ha，国有林

が３万８千 haと約 80％が国有林である。 

【スライド４】 

 林道の開設実績による路網密度を旧町単位で見

てみると，民有林においては，旧上屋久町が ha

当たり7.2m，旧屋久町がha当たり11.3mであり，

旧屋久町に比べ旧上屋久町が低い状況である。 

 国有林においても，民有林と同様に旧上屋久町

が低い状況である。 

 

（２）屋久島地域森林整備推進協定 

【スライド５】 

 屋久島地域において，民・国が連携して森林整

備を行う団地を設定し，効率的な路網の開設や間

伐等を推進していくことを目的とする森林整備推

進協定を屋久島森林管理署・公益社団法人鹿児島

県森林整備公社・屋久島町及び屋久島森林組合に

よって，平成 23 年８月に締結している。 

【スライド６】 

 協定では，北部団地・東部団地・南部団地の３

団地について実施計画を定め，間伐の方法や間伐

材の販売方法，事業に必要な路網等に関する事項

を定めて，効率的な森林整備等を推進することと

している。 

 そのため，北部団地内で施工中の「屋久島北部

線」は，今後，重要な役割を担う路線となる。 

 

３ 屋久島北部線の全体計画 

（１）線形の検討及び事業費 

【スライド７】 

 屋久島北部線の起点及び終点は県道７８号線に

接続し，起点を屋久島町吉田集落，終点を永田集

落に位置する。 

 当路線の線形検討に当たり，主なポイントとし

ては， 

 ・起点側にある町道及び終点側の既設林道，林

道中野線，既設作業道を有効利用し，土工量の削

減等に努め，施工範囲を抑えることで自然環境へ

の影響を 小限にした計画 

 ・吉田集落及び永田集落間には既設林道として，

民有林内の林道中野線と国有林内の一湊林道があ

るため，両林道の中間付近を通過する線形とし，

更に，既設道路が災害等により寸断された場合，

迂回路として利用できるよう連絡線形としての計

画とした。 

【スライド８】 

 以上のポイントを踏まえ，３つの計画路線案を

作成し比較検討した。 

 （１案） 

極力既設作業道に沿って，永田方面に接続する線

形 

 （２案） 

森林施業への効果を期待して，作業道の東側に位

置する人工林を通過後，一  部の区間，既設作

業道に接続し，以降も開設効果が大きい国有林内

の人工林を通過する線形 

 （３案） 
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既設作業道と林道中野線の中間付近を通過する線

形 

 各路線の総延長については，１案が 8,210m，２

案が 10,250m，３案が 7,250m となった。 

【スライド９】 

 次に，森林施業等効果として，路網密度及び平

均到達性距離を算出した。平均到達性距離とは，

計画路線から各林分までの距離を調査し，平均距

離を算出したものであり，各路線ごとの結果が図

のとおりとなる。 

 その他に，地形・荒廃地について，施工性・開

設費用について比較した。 

【スライド１０】 

 結果をとりまとめたものが表のとおりとなる。 

 路網密度及び平均到達性距離については，それ

ぞれ２案が も良い結果となった。 

 地形・荒廃地については，近接する急傾斜地及

び崩壊跡地を確認したところ，計画路線の上方に

基岩の露頭部や崩壊跡地があったことから，２案

に比べると１案と３案が悪い結果となった。 

 施工性・開設費用については，上記理由から３

案とも同程度の評価となった。 

 以上の結果を踏まえ総合的に検討した結果，屋

久島地域森林整備推進協定において，北部団地と

して，民・国連携による森林施業の集約化を図る

地域として設定されており，森林施業等効果とし

ての結果が良く，林道本来の目的に も適合して

いる２案の計画路線を採用することとした。 

【スライド１１】 

 次に，決定した計画路線により全体計画測量を

実施した。 

 各数量から開設工事費を算定した結果，直接工

事費 14億 1,500 万円，総事業費で 26億円となっ

た。 

 

（２）利用区域 

【スライド１２】 

 民有林が 180ha，国有林が 250ha の計 430ha で

あり，針広別にみると，針葉樹が 209ha，広葉樹

が 213ha，その他８ha で約５割が針葉樹である。 

【スライド１３，スライド１４】 

 樹種ごとの齢級別グラフのとおり９割以上が利

用伐期を迎えた森林であるが，林内路網が十分に

整備されていないため，手入れ不足の森林や切捨

間伐を実施した森林ばかりであり，今後，利用間

伐を行うためには，大型運搬車輌が走行できる路

線の必要性が高くなっている。 

４ 屋久島における林道事業の工法 

【スライド１５～スライド２０】 

 屋久島においては，世界自然遺産の島という特

徴から，様々な環境・景観に配慮した工法により

事業を進めている。 

 平成２６年度に開設工事が完了した森林基幹道

「屋久島南部線」や現在施工中である「屋久島北

部線」でも，環境・景観に配慮した工法により施

工しているので，その内容を紹介する。 

①環境に配慮するため，伐開幅や法面の 

縮小が図られる補強土壁工を採用し，また，擁壁

前面には間伐材を利用し，景観にも配慮した工法

により施工 

 ②通行車輌の安全性の確保及び法面の侵食防止

を図るため，切土法面の法尻に間伐材を使用した

木製パネルを設置 

 ③切土法面の対策としては，生態系に配慮する

ため，現場周辺からの侵入種による緑化を目指し

た無種子の植生マット工により施工 

  無種子であるため，繁茂するまでに多少時間

はかかるが，数年が経過すれば安定した法面の形

成 

 ④盛土法面の対策としては，土砂流出等による

路体への影響を防止するため，丸太筋工を施工し，

切土法面と同様に無種子の土砂流出防止シート工

により施工 

 ⑤ガードレールについては，景観に配慮するた

め，茶褐色のものを採用 

 ⑥現地自生の広葉樹等を利用し，施工中の土砂

の流出防止対策として，編柵工を設置 

 ⑦施工する場所にもよるが，景観に配慮し，モ

ルタル吹付工による施工の際には，着 色剤を使

用 

 

５ 課題 

 これまで屋久島の特徴や「屋久島北部線」の概

要について説明したが，今後の課題として検討し

なければならないことは次のとおりである。 

 

（１）路網整備の進捗の向上 

【スライド２１】 

 森林整備の推進を図るためには，路網整備の進

捗の向上を図る必要がある。 

 利用区域内における過去 10 年間の森林整備の

実績を表すと図のとおりとなる。 

 隣接する林道に近い箇所については，多少施工

実績が確認されたが，概要でも説明したとおり，
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そのほとんどは利用間伐が図られていないのが現

状であり，少しでも早く路網整備の推進を図る必

要がある。 

【スライド２２】 

 しかし，屋久島北部線における開設状況として，

開設計画に対する実績は表のとおりである。進捗

は，開設延長で１７％と年々遅れている状況であ

る。このことから，進捗の向上が急務であり，対

策を検討する必要がある。 

 

（２）全体計画の再検討 

【スライド２３】 

 全体計画については，平成２５年度に実施して

いるが，現在，全体計画に携わった職員がいない

ため，全体計画報告書や計画当時の担当者への聞

き取り調査等によりその内容を確認した。 

 その結果，一部の区域において地形が急峻で補

強土壁工が 200m 以上連続してしまうこと，また，

橋梁が２橋計画されていることから，当区域につ

いて見直すことができないか検討することとした。 

 

６ 検討結果 

（１）路網整備の進捗の向上 

【スライド２４】 

 進捗を向上させるための対策として，新たな工

区の開設ができないか検討を行った。 

 既設道路として，民有林内に林道中野線，国有

林内に一湊林道があり，まず，一湊林道からの新

工区開設を検討した。当林道からは，屋久島森林

管理署において一部林業専用道を施工されている

区間があり，専用道は既設作業道に取り付ける計

画となっているため，この専用道及び作業道を利

用した搬入道を計画できないか検証することとし

た。 

 まず，それぞれの道路管理者に屋久島北部線の

現状を説明するため打合せを実施し，搬入道の計

画については内諾をいただくことができた。 

【スライド２５】 

 次に，作業道の現況を確認し，搬入道としての

利用が可能であるか判断するため，現地踏査を実

施した。作業道の縦断勾配は一部急な区間もある

が，比較的緩やかな勾配であったことから，改築

することにより搬入道としての利用は可能である

と判断した。 

 なお，専用道は早ければ今年度事業により作業

道との取り付けが完了するとのことであるため，

当支庁は併せて測量委託を実施し，新工区開設の

準備を進めることとしている。 

（２）全体計画の再検討 

【スライド２６～スライド２８】 

 全体計画の再検討として，線形の見直しができ

ないか地形図を用いて検討を行った。 

 その結果，図のとおり林道中野線側に線形を見

直すことにより，利用区域面積は減少するが，地

形は現計画よりも条件のよい線形となる。 

 これにより，補強土壁工及び橋梁を減少できる

のではないかと考え，今年度現地調査等を実施し

ていく予定である。また，線形の見直しは中野線

側からの搬入道の計画も含めたものとして考えて

おり，こちら側からの新工区開設もできないか併

せて検証を進める。「屋久島北部線」開設の進捗の

向上にもつながることとなるので，できる限り早

く対応していきたいと考えている。 

 

７ 後に 

【スライド２９】 

 今回の検討内容は，これから進めていくもので

あり，結果の検証までは至らなかったが，少しで

も早く事業完了を目指せるような対策として努め

ていきたい。また，今後は地元林業事業体との連

携等を含め，屋久島北部線の開設を進めることで

北部団地の森林整備の推進に貢献できるよう取り

組んでいく。 

【スライド３０】 

 昨年度の開設工事において施工業者の働きかけ

もあり，地元小学校に対して出前講座を行うこと

ができた。このような取り組みも行いながらこれ

からも業務を進めていきたいと考えている。 
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一般社団法人 鹿児島県治山林道協会  有 馬 真一郎

１ はじめに 

(スライド１-４) 

本県では，森林施業が効率的に図られるため，

林道等の路網整備が行われている。 

平成 28 年度末の林道整備は，1,038 路線，総延

長約 2,800km，林道密度 6.7ｍ/ha となっており，

達成状況は，目標の林道密度 11.6ｍ/ha の約 59％

となっている。 

近年の林道整備については，急峻な地形での開

設が多いことから，補強土壁工の採用が増加して

いる傾向にある。 

排水施設については，豪雨等による暗渠の閉塞

を避けるため横断溝を選定し，またこまめな配置

を行う事で，降雨等の路面水の分散化を図ってい

るところである。 

今回，補強土壁工に施工されている横断溝につ

いて，補強土壁盛土の沈下状況，横断溝の流末管

の状況を調査したので，改善点も含め，今後の設

計・施工に活かせるものではないかと考え発表す

る。 

 

２ 調査路線及び調査内容 

(スライド５-6) 

調査路線は，「北薩１号線」，「北薩２号線」，「横

座線」，「藤之元線」，「海潟麓線」，「大根占吾平線」，

「屋久島南部線」で，当協会で補強土壁工を設計

した，7路線を選定した。 

調査は，補強土壁工に横断溝と流末管が施工さ

れた 39 箇所で，横座線を除く 6路線はアスファル

ト舗装である。 

調査については，①施工年度，②横断溝の断面，

③横断溝の沈下の有無（沈下については横断溝の

呑口，中央，吐口の 3 点の高さを測定），④流末管

の種類・断面，⑤流末管の固定金具，⑥流末管の

破損状況の 6 項目を調査した。 

 

３ 調査結果 

(スライド７) 

施工年度は平成 8年～平成 25年となっており，

経過年数 6年～10年以下が 13箇所で も多く， 

5 年以下の 11箇所を含めると，10年以下が 

約６割にあたる 24箇所となっている。 

横断溝の断面は400が も多く約5割の19箇所

で施工されていた。 

 

５ 調査結果のまとめ 

①横断溝の沈下 

(スライド８-１３) 

横断溝 39箇所の沈下量は 0～5mm となっており

沈下量の平均は 2.4mm で，沈下量 2㎜が 13 箇所で

も多かった。 

現地の横断溝は大きな破損もなく，周辺の舗装

もわれ等もなく，状況は良好なことから横断溝の

沈下は経過年数に関係なく，施工値と設計値との

差ではないかと考える。 

補強土壁工は，壁面材と敷網材を連結し，１段

の高さが 60cm の壁高に対し，敷網材を設置し，そ

の上に土砂を巻出し，厚さ 30cm 毎に敷均し，転圧

の作業を 2回行う。 

近年は，林道の同時舗装を行っていることから，

補強土壁工の上部には舗装の路床部分があり，厚

さ 20cm ごとに転圧を行っていることから，横断溝

に沈下が見られなかったのではないかと考える。 

②横断溝の流末処理 

(スライド１４-１９) 

補強土壁工に横断溝を施工する場合は，横断工

の流末部に溜桝を設置し，補強土壁面に全円の排

水管を設置し下流へ排水している。 

流末管の口径は500が17箇所と も多く全体の

約 4 割で，流末管の種類はダブル管，ハウエル管，

シングル管の 3種類である。 

ダブル管は，内面が平滑で接続はバンド形状の

継手で行う，価格は 3 種類の中位である。 

ハウエル管は，耐圧強度が強く，管には受口部

と差口部があり，受口部はソケット形状となって

おり，価格は 3種類で一番高価である。 

シングル管は，内面が波形で曲げ配管が可能で

バンド形状の継手で行う，価格は 3 種類で一番安

価である。 

施工箇所の流末管の種類は，ダブル管が 18箇所，

ハウエル管が１７箇所，シングル管が 4箇所で，

種類毎の施工開始年度は，シングル管が平成 8 年
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度，ダブル管が平成 12 年度，ハウエル管が平成

14年度からとなっている。 

流末管の固定状況は，施工経過年数 10年の箇所

は，ハウエル管を幅 25cm の金具で，施工経過年数

15年の箇所は，ダブル管・シングル管を幅 5cm の

金具固定しており，約 9割の 36箇所はバンド金具

で固定されていたが，施工経過年数が 16年経過し

た 3箇所はシングル管を針金固定のみで，針金に

腐食がみられ切れる寸前であった。 

 

流末管の破損事例１ 

(スライド２０-２２) 

施工から 16年経過の屈曲部破損は，屈曲部に直

管 5ｍのシングル管が使用されており，屈曲部が

大きく破損していた。 

破損部分は，色あせ，ふくらみ等が見られ，付

近をハンマーで叩くと，健全な部分より弾力性が

なく硬化していた，直管を屈曲させて使用したこ

とや，流下水の屈曲部への衝撃，経年劣化などで

破損したものと考える。 

 

流末管の破損事例２ 

(スライド２３-２6) 

施工から 4 年経過のダブル管は，補強土壁工に

沿って流末管として使用されていたが，直管と曲

管の接続部から曲管が脱落していた。 

このようなことから，スライド 25のように，

終部の曲管までしっかりと固定するなどの施工が

重要である。 

 

補強土壁工に施工された横断溝は調査結果では，

沈下などの大きな破損は見られないこと，流末処

理の全円管も概ね良好であったことから，横断溝

を使った現工法での排水施設は，特に問題はない

と思われるが，横断溝からの流末処理の経費が高

額であることが課題であると考える。 

 

６ 試作品の紹介 

(スライド２７-３２) 

現在，横座線で流末管に替えてコンクリート版

を設置して排水させる，経費を抑えた試験施工を

行っている事例を紹介する。 

工法の経費が安価で，コンクリート版の耐久性

があり，施工性が良いこととした。 

横断溝の流末の飛散防止として，補強壁工にコ

ルゲート蓋を設置することから，コルゲート蓋の

固定と補強土壁の浸食を防止するため，コンクリ

ート版のＧＳボードを設置することとした。 

ＧＳボードは，鉄筋の代わりにガラス繊維を挿

入した製品で耐久性があり軽量で，重量は鉄筋コ

ンクリート製品に比べ約 121％軽量化され，現在

道路法面の防草材として使用されている。 

コンクリート版の寸法は，コルゲート蓋の設置

可能な幅，流下水の飛散，施工性を考慮し， 

1 枚当りの形状は，幅 2.0ｍ，高さ 0.7ｍ，重量

30kg とした。 

施工は当初，補強土壁工の壁面材に固定するこ

ととしたが，壁面材の安定性を考慮し，コンクリ

ート版はアンカーボルトで固定することとし，ア

ンカーは，通水部以外の両サイドに４箇所の８箇

所とした。 

試験施工箇所の概算費用は，横断溝と流末施工

の経費は 739,000 円（流末経費 335,000 円），従来

と比較し，約 30 万円の経費の縮減が図られた。 

施工現場では，軽量で資材搬入等は容易であっ

たとの意見がある一方で，アンカーの本数が多い

ことから，施工が煩雑になり，転圧に時間がかか

るなどの課題があった。 

 

７ おわりに 

補強土壁工に施工された横断溝では，現設計で

問題なかったが，流末管は，経年劣化による破損

等の課題がある。将来のメンテナンス等を考慮す

ると試作品の活用も一つの方法であると考えるが，

課題もあるため，今後も調査を継続することとし

ている。 

今後も丈夫で，低コストな林道等の設計・施工

管理に努めてまいりたい。 
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大隅地域振興局 農林水産部 林務水産課  中 川   遼

１ はじめに 

（スライド１，２） 

 平成 28年 9月に襲来した台風 16号は県下を暴

風域に巻き込みながら 9月 20日 0時過ぎ，非常に

強い勢力を保ったまま大隅半島の南大隅町付近に

上陸した。 

 大隅地方の多いところでは 1時間に 120mm 以上

の記録的な大雨が降り， 大瞬間風速は 40ｍを越

える非常に強い風が観測された。 

（スライド３） 

台風 16 号のもたらした被害は住宅や水道等のラ

イフラインのみならず，大量の流木が港を埋め尽

くしたことによるフェリーの欠航や，国道 220 号

線に架かる磯脇橋が流出する等交通への影響も大

きかった。 

（スライド４） 

 また農林水産業への被害も大きく，農業では収

穫前の柑橘類が落果する等の被害，林業では猛烈

な風による人工林の風倒木被害，水産業では養殖

施設の破損や養殖したブリが逃げ出す被害が出る

など，各方面で甚大な被害を受けた。 

（スライド５） 

 大隅管内の治山・林道関係の被害について航空

写真をみると，人家に近い山が崩れた状況や，斜

面崩壊により生じた土砂や流木が河川や田んぼに

堆積した状況，林道沿いの斜面で風倒木被害があ

ったことが確認出来た。これら治山・林道の被害

額について治山は 51箇所の約 19億 2千万円，林

道は約 4億 8 千万円となった。 

（スライド６） 

 今回は台風 16 号による林道被害と林道災害 

復旧事業の復旧計画，台風 16号災害に携わっての

課題について報告する。 

 

２ 被害概要 

（スライド７，８） 

 台風 16 号により被災した林道は垂水市の二川

線，海潟麓線，井川木場線，鹿屋市の風呂段線，

ツイデ平線，岳野線の計 6 路線であった。 

（スライド９） 

 9月19日～20日にかけての降雨について鹿屋市

輝北町観測所をみると， 大時間雨量が 127mm，

積算雨量 341mm と短時間に記録的な降雨となって

いたことがわかった。 

（スライド１０） 

 大隅半島全体の被害を集計した結果，林道被害

は30箇所，その数で67箇所，総被災延長は2,809m，

復旧費用は約 4億 3千万円となった。 

（スライド１１） 

 被災形態を 7つに分類したところ，図のように

なった。林道沿線の水の集まる谷地形で表層崩壊

が起こったことに伴う排水施設（暗渠）の閉塞が

多数発生したことが特徴としてあげられた。 

（スライド１２） 

 以下，写真で被災状況を紹介する。 

 被災箇所：岳野線 3 号箇所 

（スライド１３） 

 被災箇所：海潟麓線 8号箇所 

（スライド１４） 

 被災箇所：岳野線 1 号箇所 

（スライド１５） 

 被災箇所：ツイデ平線 1 号箇所 

（スライド１６） 

 被災箇所：ツイデ平線 2 号箇所 

（スライド１７） 

 被災箇所：井川木場線１号箇所 

（スライド１８） 

 被災箇所：ツイデ平線１号箇所 

 

３ 復旧計画  

（スライド１９） 

 以下，主な復旧計画について説明する。 

（スライド２０～２２） 

 被災箇所：二川線１号箇所 

 復旧概要：暗渠呑口側の崩土除去により排水施

設の効用回復をはかり盛土を行い復旧する。 

（スライド２３～２４） 

 被災箇所：ツイデ平線 2 号箇所 

 復旧概要：崩土除去により既設の暗渠で復旧し

たとしても上部の崩土により再被災の恐れが顕著

であったことから開渠で復旧する。 

（スライド２５～２７） 
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 被災箇所：ツイデ平線 1 号箇所 

 復旧概要： 大法長 95.4ｍ，面積約 6,600m2 の

法面保護工を実施し復旧する。 

（スライド２８） 

 被災箇所：二川線 7 号箇所 

 復旧概要：長大な法面からの表面水を処理する

ためモルタル水路を施工し復旧する。 

（スライド２９～３２） 

 被災箇所：井川木場線１号箇所 

 復旧概要：河川沿いの路肩被災に対して，大型

ブロック積み擁壁工で復旧する。 

（スライド３３～３５） 

 被災箇所：海潟麓線 8号箇所 

 復旧概要：既設 L型擁壁工の根入れが不足した

ため補強土壁工で復旧する。 

 

４ 台風 16 号災害に携わっての課題 

（スライド３６，３７） 

以下，台風 16号災害に携わっての課題を報告する。

1 つ目は大規模な斜面崩壊に対しての復旧範囲の

決定についてである。今回は 6,600m2 もの広範囲

にわたって法面保護工を計画したが，施工範囲は

写真のように復旧できる範囲と復旧できない範囲

とを区分した。区分の基準は林道法面が道路に面

しているかという現地斜面の方向によったが，線

引きに迷ったところがあった。 

（スライド３８） 

2 つ目は林道沿線の沢上部に残った不安定土砂や

風倒木の存在である。これらを除去しなければ，

再度被災の可能性が残ったままとなるが，林道管

理者が維持管理の範疇で除去するのは困難である

と思われた。 

（スライド３９） 

3 つ目は事業主体の技術者不在の問題である。復

旧計画段階から事業費の積算，現地査定での説明

まで市の担当者に技術者が居ない中での対応は困

難であった。今後も工事の発注や現場監督，設計

変更等の様々な業務があるが，適切に対応するに

は相当の努力が必要であると思われた。 

 

５ おわりに 

（スライド４０） 

様々な課題もあるが，復旧に向けて市と協力しな

がら取り組んでいるところである。今後も連携を

取りながら早期復旧に努めていきたい。 
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大島支庁 農林水産部 林務水産課  蓑 毛 博 則

１ はじめに 

（スライド１） 

これまで奄美地域においては，林道工事に関し

早い時期から環境に配慮した対策に取り組んでお

り，当研究発表会においても種々紹介されてきた

ところである。 

本年，国立公園に指定され，現在，世界自然遺

産登録に向け関係者が各種対策等を講じている状

況に鑑み，これら環境に配慮した林道での取り組

みに関するハード対策とソフト対策に係る技術的

な考察と，奄美地域における林道事業に係る課題

等について報告する。 

２ 奄美地域を取り巻く現状 

（スライド２～３） 

(1)奄美群島国立公園の指定，世界自然遺産登録

の向けての取組 

・国立公園指定(H29.3.7) 

・平成 30年の世界自然遺産登録を目指す。 

(2)公共事業における環境配慮指針の策定 

・公共事業箇所については，環境配慮指針に 

基づく環境への影響確認等をマニュアル化 

３ 林道事業での環境に配慮した取組等に係る考察 

（スライド４～８） 

(1)奄美地域の林道の概要 

大島支庁管内林道路線数 86 路線(H29.4 現在)，

うち 53 路線が国立公園指定区域内に存在 

（スライド９～14） 

(2)環境に配慮したハード対策 

①現在，標準的に取り組んでいる工法等 

【生態系の保護】 

 ・エスケープトラフの設置 

 ・逆ハンプ横断工の設置 

【生物多様性の保全】 

 ・在来種株植栽併用吹付工の採用 

 ・種子配合なしの吹付工，マットの採用 

②過去取り組まれた工法等についての再検証 

 ・線形の見直し，縮小 

 ・側溝の廃止（アスカーブの施工） 

 ・補強土壁工 

 ・ファイコンの採用 

 

【路側（路傍）植栽】 

（メリット） 

・樹冠うっ閉を早め，舗装路面の温度上昇を抑え 

小動物等の保護として有効 

・林道沿線の雑草の繁茂を一定度抑える。 

・景観上，林道として好印象を得られる。 

・ロードキル対策 など 

（スライド 15～16） 

(3)「奄美地域の林道」マニュアル(案) 

・これまで奄美地域で取り組まれた環境に配慮し

た工法等をマニュアル化 

（スライド 17～20） 

(4)自然環境に配慮したソフト対策 

・現場での自然保護(希少動植物の保護等)に関す

る意識改革 

４ こらからの課題と対策 

（スライド 21） 

・林道の維持管理に係る対策・検討の場 

・奄美地域の林道についての意識付け 

５ まとめ 

（スライド 22～24） 

以上のような状況を踏まえ，今後，奄美地域で

の林道事業を進めていく中で，下記について重点

的かつ効果的に取り組む。 

・林道を森林整備のための基盤整備インフラとし

ての理解と認識を深める。 

・自然保護も見据えた理想とする林道の形を検討

し関係者の合意形成を図る。 

・環境に配慮しつつ，適正な森林施業を実施する

ための林道整備に関する 

・マニュアル(「奄美地域の林道」仮称)を作成し，

ＰＤＣＡサイクルでの取組を進める。 

・路網整備に携わる人たちの希少野生動植物等に

関する知識と技術を向上させ，関係者の間で共通

認識を醸成していく。 
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姶良市における林道維持管理の現状と課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

姶良市役所 農林水産部 林務水産課  田 口 貴 啓

Ⅰ はじめに 

（スライド１～６） 

姶良市は平成 22年 3月に旧加治木町・旧姶良町・

旧蒲生町の合併により誕生し、人口は 76,865 人で

あり、県内で唯一人口が増加している市である。 

県本土のほぼ中央に位置し、交通の利便性などに

優れ、市北部には「県民の森」があり、蒲生の「日

本一の大クス」が有名である。 

総土地面積 23,125ｈａのうち、森林面積は 15,378

ｈａで 66％を占め、このうち民有林のスギ・ヒノ

キ人工林は、7齢級以上の林分が 95％と、本格的

な利用期を迎えている。 

また、市内には「蒲生木材流通センター」があり、

色目の美しい「蒲生メアサ」の産地としても有名

である。 

本市の林道は 42 路線、総延長 83,240ｍである。 

このような中、本市において限られた予算、職員

で実施している林道維持管理について、現状を報

告し、これまで実施する中でいくつか改善すべき

点が見つかったことから、その改善・工夫した内

容について発表する。 

 

Ⅱ 維持管理の現状と問題点 

１ 維持管理の目的 

（スライド７） 

本市における林道は、森林整備用道路としての利

用はもちろん、市民の生活道路や路線バスも利用

する重要な道路として位置付けられている路線も

ある。 

このような中、利用者の通行に支障をきたさない

よう障害物の除去など、異常現象に対応すること

を目的に維持管理を行っている。 

 

２ 維持管理の予算 

（スライド８） 

林道維持管理関係の事業は、市内の建設業者へ災

害復旧を委託する「市単独による委託」、国庫補助

を受けて行う「林道災害復旧事業」、森林組合へ草

払いなどを委託する「林道管理業務委託」の 3 事

業を実施しており、平成 29年度の当初予算額は、

それぞれ 3,000,000 円、3,000,000 円、3,520,000

円と少なく、当初予算で対応できる箇所には限り

があるため、可能な限り市職員直営で対応してい

る。なお、豪雨が多かった平成 27 年度、平成 28

年度は補正予算で対応した。 

 

３ 維持管理の流れ 

（スライド９） 

市が行うパトロールには大きく分けて２つある。 

1 つは、定期的に落石や倒木、側溝の詰まりがな

いかなど、各路線、月に 1～2回行う「定期パトロ

ール」である。この定期パトロールの中で異常を

発見した場合、点検・診断を行い、この対応とし

て「市職員の直営による作業」、「市単独による委

託」、「経過観察」に振り分ける。 

もう 1つは、大雨などの異常気象が発生した際、

速やかに災害状況を調査し、早期復旧を図るため

の「緊急パトロール」である。この緊急パトロー

ルは、定期パトロールの対応に加え、大規模な災

害が発生した場合などは、速やかに県へ報告し、

林道災害復旧事業に申請する。 

後に対応状況等の記録を行い、データとして整

理する。 

 

４ 維持管理の体制 

（スライド 10） 

林務水産関係の業務は、林務水産課の 8名で行っ

ており、林道維持管理を担当する工事係は 3名で

ある。また、姶良と加治木の支所に、農林水産係

があり、それぞれ 3名が配置されている。 

定期パトロールは、工事係と各支所の 3班体制で

実施し、緊急パトロールは、速やかに被害状況を

把握する必要があることから、定期パトロールの

3 班に加え、課全体で取り組むこととしており、5

班体制で実施している。場合によっては、現場に

精通した森林組合にも協力をもらっている。 

 

５ 定期パトロール 

（１）方法 

（スライド 11～27） 

まず、定期パトロールについて説明する。 

定期パトロールは、障害物や放置すると災害を引
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き起こす可能性のある要因の除去などに重点を置

く。維持管理に必要となるスコップやチェーンソ

ーなどの道具は、公用車に常備している。 

点検・診断は、崩土や落石、側溝・溜枡の詰まり、

倒木、枝の垂れ下がり、路面侵食などの状況につ

いて点検する。それぞれ被災原因を調査するとと

もに、規模や緊急性などを勘案しながら対応につ

いて診断し、その結果に基づき、各対応に振り分

ける。 

それではまず、市職員の直営による対応の実例を

いくつか紹介する。 

側溝に石や木の枝が落ち、土砂や落ち葉が堆積す

る詰まりが一番多く発生する。 

これを発見した場合は、フォークやスコップを用

いて除去を行い、 後に流末まで異常が無いか確

認を行う。画面の箇所は、2人で 20分程度の時間

を要した。 

また、溜桝の場合、狭くて深く作業をしづらいた

め、石や木の枝が溜桝に流れ込まないよう、上流

側 1～2ｍ先の水路上に簡易な手作りの「スクリー

ン」を設置している。このスクリーンは、現場の

立木や枝などでも作製でき、現地調達も可能であ

る。 

倒木は、利用者の通行を完全に阻害するため、チ

ェーンソーなどを用いて除去を行う。 

また、人力だけでは作業の範囲や能力に限界があ

るため、市でトラクタショベルをリースしており、

崩土の除去や路面清掃などを市の職員自らこれを

運転し、実施している。 

このような機械を扱うことから、チェーンソーや

刈払機に加え、トラクタショベルを運転するため

の資格を職員が取得している。 

次に市単独による委託は、市職員の直営では対応

が困難な中規模以上の箇所で、バックホウなどの

建設機械を用いて対応するものについて委託して

いる。 

経過観察は、現時点では特に通行に支障がないも

のや災害原因につながらないものについて、予算

に限りがあることから、危険であることを喚起し

つつ、そのまま様子を観察するものである。 

記録は、パトロールで行った内容を資料に残し、

今後の維持管理に活かすことを目的に行う。 

昨年度までの「林道管理点検簿」は、現場からの

帰庁後に実施した維持管理の内容をまとめて記録

し、回覧により課内で周知していた。しかし、こ

の記録の方法等について改善すべき点が出てきた。 

 

（２）問題点 

（スライド 28～30） 

過去 3年間の市単独による委託等の内容を分析す

ると、側溝の詰まりなどに起因すると思われる災

害が、件数・金額ともに約 3割を占めており、こ

れは日常の記録に基づいた維持管理が適切に行わ

れていれば、防げた可能性がある。 

一例として、側溝の詰まりによりあふれた水が路

面を流れ、路肩決壊が発生した箇所である。 

先ほど説明したこれまでの「林道管理点検簿」は、

その日実施した内容をまとめた単なる日誌になっ

ており、データを路線ごとに総括・整理されたも

のがなく、単発的な資料となっていた。 

このことから、緊急を要する箇所の対応の滞りや

未対応箇所の見落としがあり、災害の原因となっ

ていたと思われ、記録用資料の見直しを行った。 

 

（３）改善・工夫した点 

（スライド 31～38） 

これまでのものを廃止し、新しく「点検簿」、「総

括記録簿」、「状況報告書」の 3種類を作成するこ

とで、それぞれが連動した形で使いやすいものに

改善・工夫した。 

1 つ目の「点検簿」は、現場で記入するようにし、

記入に要する時間を短縮するため、高頻度で発生

する異常現象の種類、対応済みか未対応かをあら

かじめ項目に並べ、細かく記載する手間を省くよ

うにした。 

2 つ目の「総括記録簿」は、帰庁後「点検簿」に

て記録した内容をデータとして整理し、路線ごと

に「パトロールの漏れ」や「未対応箇所の数」、「通

行止めの状況」を一括して確認・把握できるよう

にした。記載方法は、パトロールを実施した日付

の位置に、異常なしや対応済みの場合は黒色、未

対応の場合は赤色の点を落とし、対応数と未対応

数を転記し、また、通行止めになった場合は、開

始日にバツ印、解除日にマル印を記入する。 

3 つ目の「状況報告書」は、部内で回覧するため

の様式で、「市民からの通報」や「通行止め」、「市

単独による委託」を行うなど、「重要性の高い箇所」

について、対応や復旧に要する想定金額等を記入

し、効率的な情報共有を図った。 

これら 3つの記録用資料を活用することにより、

支所を含め職員全体の情報共有が図られ、未対応

箇所の見落としが少なくなるなど、計画的で効率

的な維持管理につながっている。 
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６ 緊急パトロール 

（１）方法 

（スライド 39～40） 

次に緊急パトロールは、異常気象発生後、いち早

く災害の発生状況を調査し、通行が可能か確認し、

早急な復旧へつなげることに重点を置き、いかに

効率よく、短時間に全ての林道をパトロールでき

るかがカギとなるため、市職員の直営による対応

は必要 小限にとどめる。 

落石や崩土などの異常現象が高頻度で発生する危

険度の高い路線と、人家等の有無や緊急時の迂回

路となるものなど重要度の高い路線から優先して

調査し、早急に復旧・開通する必要がある。 

 

（２）問題点 

（スライド 41） 

しかし、これまでは路線の順番を決めるルールは

なく、その都度、担当者の裁量で行ってきたとこ

ろがあった。 

 

（３）改善・工夫した点 

（スライド 42～47） 

このため、緊急パトロールにおける路線の優先度

設定を行うことで改善を図った。 

優先度設定の方法は、危険度及び重要度により設

定する。 

危険度は、とりまとめた総括記録簿をもとに、同

じ期間に発生した異常現象の発生数から算出する。 

重要度は、利用者への影響を考慮し、「人家等の有

無」、「交通量」、「林道の形状」、「伐採予定の有無」

の 4 項目で、独自の採点方式により算出する。 

「人家等の有無」は、40点満点とし、路線沿いに

人家等があるか、集落に接続しているか、迂回路

となりうるかで配点する。 

「交通量」は、30点満点とし、公共交通機関の利

用があるか、生活用道路としての利用があるか、

林業施業地があるかで配点する。 

「林道の形状」は、20 点満点とし、連絡線形か、

突込み線形かで配点する。 

「伐採の予定」は、10点満点とし、伐採届による

伐採箇所があるかで配点する。 

路線ごとに、この 4項目の合計点数により重要度

を算出する。例として、林道高井田線を算出する

とこのようになる。 

これらの算出結果から、縦軸に危険度、横軸に重

要度のグラフを作成し、路線ごとにそれぞれの値

を落とす。危険度と重要度の高い方から優先度Ａ

ランクとし、Ｄランクまでの 4段階に分け、優先

度の高い路線から行うこととする。 

緊急パトロールは、先に述べたとおり 5班体制で

行うことから、市内の林道を 5 つのエリアに分け、

その中で優先度に基づき、順番を決める。 

このことにより、効率的なパトロールが可能とな

り、速やかな災害調査及び早期復旧につながり、

利用者への通行の支障を 小限に抑えることが可

能となった。 

 

Ⅲ 終わりに 

（スライド 48～51） 

以上発表しましたとおり、日常の維持管理が林道

災害を減らすことに繋がるという強い思いをもっ

て取り組んでいる。平成 27 年には、日本林道協会

主催の林道維持管理コンクールにおいて「農林水

産大臣賞」を受賞し、これまでの取組が認められ

た。 

一方、林野庁において「インフラ長寿命化計画」

等が策定されているとおり、将来にわたって林道

施設の機能を発揮し続けることが求められ、これ

まで以上に維持管理を適切に行うことが重要とな

っている。本市でも、限られた予算、職員でいか

にコストを抑え、効率的に、持続可能な「メンテ

ナンスサイクル」を構築できるかが、これからの

課題と考える。 

今後は、この課題解決に向け、「維持管理マニュア

ルの作成」や「地元林業関係団体、建設業界との

協力体制の構築」などを進め、更なる維持管理の

充実を図っていきたいと思っている。 
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新しい木材利用工法の掘り起こしに向けた取組について 

～古くて新しい工法「木杭」からの挑戦～ 

大隅地域振興局 農林水産部 林務水産課  中 村 清 治

１ はじめに 

（スライド１，スライド２） 

今回，治山工事での更なる木材利用の推進を図

るため，ここ数年，住宅地盤の基礎補強工法とし

て全国的に実績を伸ばしている木杭，環境パイル

工法に着目し，これを治山工事に活用できないか，

試験施工地を設け検証したので，その内容を発表

する。 

はじめに，大隅地域振興局管内における治山工

事での木材使用量の現状等について説明する。 

 

（スライド３） 

このグラフは，大隅地域振興局管内における治

山工事での木材使用量の推移を表したものである。

ここ数年の事業費の減少から木材使用量が低迷し

ていることが分かる。 

 

（スライド４） 

この円グラフは，先程のグラフを工法別に集計

し，それを並び替えたものである。木材使用量全

体の約９割が「型枠工」，「木柵工」などの４種で

構成されており，更に全体の約半分がコンクリー

ト構造物に関連する工法で構成されている。 

 

（スライド５） 

この現状から新たな木材利用工法は，構造物に

関連する工法が有効だと考えていたときに，たま

たま参加した木材利用研修で出合ったのが木杭，

環境パイル工法であった。 

これまで木材利用工法の設計で課題とされる「長

期的な耐久性の維持」「安定性の評価」を解消でき

る工法ではないかという点に着目し，この研修で

講師をされた高原木材(有)と共同で試験施工を実

施した。 

 

２ 木杭の歴史と環境パイル(Ｓ)工法 

（スライド６，スライド７） 

試験施工の内容の前に，木杭の歴史と環境パイ

ル(Ｓ)工法（以下「環境パイル工法」という。）に

ついて紹介する。 

まず木杭の歴史について代表的な２例を紹介す

る。 

１つ目は東京駅。２０１０年の改修工事で大量

の木杭が掘り出された。１００年経過していると

は思えないほどしっかりとした状態で，当時話題

になった。 

 

（スライド８） 

２つ目は宮崎県庁。この建物は，築後８５年経

過した九州で も古い庁舎。今でも大量の杭が建

物を支えている。写真右は当時の施工状況。 

 

（スライド９） 

次に工法の概要について。環境パイル工法は，

円柱状，若しくはテーパー状に形成した部材を圧

入専用重機にて圧入し，これを地盤補強材として

利用する工法である。 

部材は，写真左の丸棒加工した木材に防腐処理を

施した円柱状タイプと，写真中央の丸太の皮をむ

いただけのテーパータイプがある。 

 適用範囲については，材質がスギで杭単体の長

さは６ｍ以内となっており，適用地盤は，粘性土・

砂質土である。 

 

（スライド１０） 

これは環境パイル工法の施工実績を表したグラ

フである。環境パイル工法協会で集計された結果

であり，全国的に実績が伸びているのが分かる。 

 

（スライド１１） 

環境パイル工法の特徴を３つ説明する。 

１つ目が炭素を長期的に貯蔵し環境に優しいと

いうこと。二酸化炭素を吸収した丸太を大量に使

用することで長期的に炭素を貯蔵することができ

る。 

２つ目が優れた耐久性と品質。円柱状タイプの

部材は，加圧注入による防腐処理が施され，ＪＩ

Ｓに基づく耐候試験で６０年以上の耐久性が確認

されている。 

この防腐処理と木杭の実証試験等に基づく工法

内容は，第三者認証を取得することで「技術の高

さ」と「性能の評価」を保証されている。 
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３つ目が林業再生・地域林業の活性化に大きく

貢献するということ。地域や森林の活性化に貢献

する工法として評価され，ウッドデザイン賞２０

１５に入賞している。 

 

（スライド１２） 

環境パイル工法の設計について。一般的に杭に

は「支持杭」と「摩擦杭」の２種類があり，それ

ぞれ設計条件が異なる。 

環境パイル工法は，木杭の先端を平らにするこ

とで，先端支持力と周辺摩擦力の両方を合わせ持

った設計が可能となっている。 

 

（スライド１３） 

次に木杭の特性について，木材は，鋼管やコン

クリートに比べ，強度的に劣るという印象を受け

がちだが，この表はそれを覆す実証試験の結果で

ある。注目すべきは周辺摩擦力度。コンクリート

杭であるＲＣ杭や鋼管杭に比べ，スギ木杭の値が

高い。試験全体の平均値を見ても同様で，木材が

他の部材にない効果を発揮していることが分かる。 

右上のイメージ図は，地中内部における木杭への

応力を表したもの。木杭への土圧は，地中に深く

なるほど高くなる。一方で木杭は地中の水分を吸

い，膨張しようとする働きが生じる。この外圧と

内圧との間に，他の部材にはない強い摩擦力が生

じた結果だと推察される。 

 

３ 試験施工 

（スライド１４，１５） 

試験施工地の概要について。試験施工地の場所

は，志布志市有明町野井倉「前畑」地内。地質は，

入戸火砕流堆積物のシラスで，標高は３５ｍから

９６ｍ，延長約４００ｍの浸食谷。 

 

（スライド１６） 

これは計画平面図。床固工を８基計画。 

 

（スライド１７） 

これは計画縦断図。現在，復旧治山事業におい

て下流側から整備を進めている。 

今回の箇所は，下から２段目の No.２コンクリ

ート床固工で実施。 

 

（スライド１８） 

これは床固工の構造図。 

堤高４.５ｍ，堤長３３ｍの重力式コンクリート

治山ダムで，タイプは５型。安定計算の結果，基

礎地盤の 大支持力は，m2 あたり１４２．１ｋＮ

が必要となる。 

 

（スライド１９） 

 試験施工の流れについて。①番から順追って説

明する。 

 

（スライド２０） 

①地盤調査等 

まずは周辺状況調査。写真左は，計画箇所から

５０ｍほど上流部の状況。浸食谷ということで，

渓床内には山腹斜面が浸食を受け，その土砂が堆

積しているのが確認できる。 

 写真は，伐採後の施工箇所の状況。前回の工事

で盛土が構築されているため，渓床内の堆積土砂

は確認できないが，横断方向からの浸食跡が確認

できる。 

 

（スライド２１） 

 これは計画箇所の横断図。地盤の調査方法は，

スウェーデン式サウンディング試験で，横断方向

に５箇所実施。表はその調査結果を整理したもの。

測定箇所ごとの底盤部・支持層の支持力とその深

さを表したもの。支持層までの深さは，平均して

約３.５ｍの位置にある。 

 床固工を支えるのに必要な底盤部の評価は，

も低い２２KNを採用。 

 

（スライド２２） 

 次に木杭の所要本数の算定について。m2あたり

支持力で，床固工が１４２.１ＫＮに対し，底盤部

が２２ＫＮと，現状において差引１２０.１ＫＮが

不足。木杭の所要本数は，不足する支持力に底盤

面積を乗じた床固工全体の不足する支持力を，杭

１本当たりの支持力で除することで算定できる。

ここで重要となるのが杭１本当たりの支持力の評

価。 

 

（スライド２３） 

②木杭の所要本数算定 

 杭１本当たりの支持力を評価するには，まず木

杭の条件を設定する必要がある。今回はスギ円柱

状，径１４０mm，長さ３ｍとした。 

 算定式は，表のとおり２つの条件で出た値が小

さい方を設計として採用。２つ条件を簡単に説明

すると， 
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 左側が木杭の断面積と樹種から杭自体が耐えら

れる１本当たりの重さで，右側が木杭の先端支持

力と周辺摩擦力の合計を安全率で割った１本当た

りの支持力となる。 

 左側の８０.６ＫＮという値から，木杭が４０本

必要という結果になる。 

 

（スライド２４） 

③木杭の配置検討 

ここでは平成８年度治山必携に掲載された計算

式を基に配置を決定した。４０本の杭を２列配置

とした。 

 

（スライド２５） 

④木杭の設置 

位置出しは，スプレーでマーキングをした。 

 

（スライド２６） 

 これは材料検収。部材が規格どおりか，損傷等

がないかを確認した。 

 

（スライド２７） 

 杭の打ち込み。環境パイル工法では，圧入専用

重機を用いるが，今回の施工では，現場にあるバ

ックホウに油圧ブレーカを取り付けた打撃法で実

施した。ブレーカの先端部は，木杭を固定するた

めの専用のアタッチメントを取り付けた。 

 

（スライド２８） 

 （実際に打ち込む際の映像）位置は No.5 付近の

状況。木杭の先端が平らということで，木杭が入

っていくのか疑問に思われるだろうが問題ない。

今回はバックホウの０.２m3を使用。 

 映像は，作業後半の状況だが，オペレーターと

回りの誘導員の息が合っているところが分かる。 

 

（スライド２９） 

⑤木杭の支持力確認 

載荷試験を行い，杭から設計荷重以上の支持力

の値が出るかを確認。問題ない結果が得られた。 

試験施工の内容は以上。 

 

４ 検 証 

（スライド３０，３１） 

 治山工事での活用について検証。設計条件につ

いて。この表は，杭１本当たりの支持力を試験施

工方式と従来方式で比較したもの。 

従来方式３１.５ＫＮに対し，今回８０.６ＫＮと

２.６倍の高い結果が出ている。 

 もともと木杭については，文献にある数値の根

拠が不明確で，詳細な解析調査を行った資料がな

い。 

 今回，この高い結果が得られたのは，環境パイ

ル工法での実証試験において，先端支持力や周辺

摩擦力など，木杭の特性を詳細に評価できた結果

だと考える。 

 

（スライド３２） 

 施工性について。実際の映像のとおり，施工性

は良好。今回，材料搬入から杭の位置出し，設置

までと概ね１日での施工ができた。 

 既製コンクリート杭と比較した場合に，部材の

納品が早く，その場で容易に加工できることなど，

施工条件に応じた柔軟な対応が可能であることが

確認できた。 

 

（スライド３３） 

 経済性について。この表は，同一条件で比較で

きる工法として，既製コンクリート杭と比較した

もの。従来方式で算定した結果，杭の所要本数は

９２本となり，１本当たりの単価は木杭より安価

だが，本数が多い分，トータルの施工費では２倍

高価になる結果となった。 

 よって木杭は，経済性の面でも良好。 

 

（スライド３４） 

 木材使用量について。試験施工での木材使用量

は２.３５m3 となった。今回は，従来方式との比

較を考慮し，安全率１倍で設計を行ったが，環境

パイル工法の本来の算定式や道路橋示方書などに

ある安全率３倍を適用すると，杭の支持力を算定

する条件が逆転し，支持力の値が小さくなる分，

杭の本数が増え，木材使用量が６割増加する。 

 しかし，この算定式の取扱いについては，環境

パイル工法の算定式をそのまま引用する方法もあ

れば，同工法の先端支持力や周辺摩擦力などの因

子のみを引用するなど，今後の検討課題だと考え

る。 

 

（スライド３５） 

 この写真は，その後の状況。特に床固工の沈下

等の変動はない。 

検証結果を総括すると木杭，環境パイル工法は，

治山工事で十分に活用できる工法だと実証できた。 
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５ まとめ 

（スライド３６） 

 後に今回の取組内容について，ポイントを３

つ整理してみた。 

 

（スライド３７） 

 １つ目は，新たな視点での工法の掘り起こしと

いう点。 

 昔からある伝統工法を現代技術で評価すること

で，木杭の特性を発見するとともに新しい工法の

掘り起こしができた。 

 これまでの木材利用工法は，木材を使っている

というのを見せるだけの利用が多いように思える。

木杭のように目的や効果を評価した上で，見せな

い又は見えないところでの木材利用があってもい

いと考える。 

 

（スライド３８） 

 ２つ目は，他工種等への活用とコスト縮減化と

いう点。 

 今回の施工では，治山ダム工のみで実施したが，

木杭の活用としては，地盤反力をもって安定計算

を行うすべての工法に活用できる。 

 また，治山ダム工で堤高が概ね７ｍ以上となる

とフーチングの検討が必要だが，理論上は木杭で

十分に支えることが可能である。 

 今後は，施工性の向上を含むコスト縮減化とい

う点でも大きく期待ができる。 

 

（スライド３９） 

 ３つ目は，設計者の意識改革という点。 

 一般的に建築と土木は，現場条件の違いから設

計の考え方が異なると思われがち。環境パイル工

法の算定式には，確かに建築独自の公式を参考に

している部分があるものの，上物を支えるための

地盤評価や基礎工の考え方は同じである。 

 我々，設計者は，人命・財産を守るための工事

を実施している。この人命・財産ともいえる住宅

で，木杭が使われているのだから，治山工事や森

林土木工事全般で使えないはずがないと考える。 

 今回の取組において，木材使用量をどれだけ増

大させられるか，現時点での試算は困難。 

 しかし，この古くて新しい工法「木杭」が，森

林土木工事での実用化に向けた議論のきっかけに

なればと考えている。 

 

（スライド４０） 

 以上。（災害応援の御礼） 
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災害箇所等における治山施設の効果と今後の復旧計画等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南薩地域振興局 農林水産部 林務水産課  稲 森   忍

１ はじめに 

(スライド１～スライド５) 

当管内で，近年，既設堰堤工への土砂流入量が

増え，早期対策の要望が出されている南さつま市

坊津町宍解場地内と昨年の７月豪雨で表層崩壊に

よる土石流が発生した南さつま市加世田津貫大谷

地内について，崩壊地の復旧と既設を含む周辺調

査による施設新設及び補修の検討が必要と考え，

「既設の効果」，「施設点検」，「今後の計画」につ

いて，検討したので発表する。 

 

２ 南さつま市坊津町宍解場地内の調査結果 

（スライド６～スライド１４） 

施設は，坊泊漁協がある坊之浜地区の上流に位

置し，昭和４５年度に鋼製堰堤工１基，昭和５７

年度にコンクリート堰堤工１基が整備された。 

渓流内の土砂堆積状況は，堰堤工の上流２０～４

０ｍ付近にかけて多くの土砂が堆積している（不

安定土砂の抑止機能は十分発揮）。ただし，雨水が

白く濁っていることを含め，近隣住民の方が不安

を抱えている。上流部は，渓床浸食と山腹崩壊が

確認された。 

施設点検を行ったが，コンクリート堰堤工につ

いて異常は確認されなかった。鋼製堰堤工は，連

結部のボルトが一部腐食により脱落し，底部つな

ぎ材の一部に腐食が進行し断面欠損が見られたこ

とから対策が必要と判断。 

 

３ 南さつま市加世田津貫大谷地内の調査結果 

（スライド１５～スライド２９） 

施設は，旧加世田市街地から南へ７ｋｍ付近に

ある干河地区よりさらに山神川上流へ約１ｋｍに

位置し，昭和４７年度に鋼製堰堤工１基，平成１

０年度から１４年度にかけて床固工・谷止工・流

路工等が整備されている。 

昨年 7月の豪雨により，林道に隣接する谷部が

崩壊（延長３４０ｍ，幅４０ｍ，高低差１５０ｍ）

し，土石流となり下流の治山施設に流入した。土

砂の大半が治山施設内に堆積したため，下流への

被害は確認されなかった。 

施設点検の結果，①床固工は，剥離やクラック

が確認されたが，施設機能は維持されていた。②

鋼製堰堤工は，各部材の腐食が進み，一部の壁材

の欠損，底部つなぎ材の断面欠損が見られ対策が

必要。③山腹工について，雨水による洗掘と水路

の浮きが確認され，対策が必要と判断。④谷止工

は副堤にクラックが確認されたが，施設機能は維

持されている。 

 

４ まとめ 

（スライド３０～スライド３４） 

（１）既設の効果について 

宍解場地内：既設堰堤工の不安定土砂を抑止

機能が確認できた。 

大谷地内：本来，流路工の目的ではないもの

の，本流を整備したことにより，支流

からの土石流をある程度堆積させる機

能が確認できた。 

（２）今後の整備計画について 

宍解場地内：支流については，鋼製堰堤工の

補修対策が必要であるが，鋼材の腐食

状態や補修工法など専門的知見が必

要（詳細調査）。本流については，上

流の渓床浸食や不安定土砂を抑制す

るため，谷止工を１基新設。事業費４

５，０００千円（見込み）。 

大谷地内：支流については，崩壊地の山腹斜

面の安定を図るため土留工を施工し，

切土量の抑制と浸食及び崩壊を防止す

るため吹付法枠工により安定を図る。

荒廃渓流部は，渓床の安定と不安定土

砂の抑止を図るため谷止工を１基新設。

事業費１３５，０００千円（見込み）。

本流については，山腹工を補修し，鋼

製堰堤工の補修については宍解場地内

と同じ。 

 

５ 今後の課題 

（スライド３５～スライド３８） 

（１）施設点検について 

 補修を必要とする詳細調査には専門的知見が必

要であり，調査及び補修に係る予算の確保が必要。 
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（２）事業導入後について 

所有者の高齢化や不在村所有者の増加により，

維持管理が困難で所有者管理及び情報提供等が限

界に来ている。 

（３）長寿命化に係る個別施設計画について 

林野庁が平成２６年度に策定した「林野庁イン

フラ長寿命化基本計画（行動計画）」に基づき，施

設管理者が平成３２年を目処に個別施設計画を策

定することとなるが，管内の施設別延べ件数が約

３，５００件と多く，計画対象とする施設の選定

前に，地区ごとに治山台帳を整理し，現地調査を

行う必要がある。 

なお，個別施設計画策定後には，一定期間内に

点検を行うことになっており，職員が減少してい

る中どのように行っていくか検討が必要である。 
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北薩地域振興局 農林水産部 林務水産課  上之原 貴 之

１ はじめに 

（スライド１） 

 路網整備は林地への到達利便性の向上を図り，

安定した労働力供給体制を確保することで森林施

業の改善や適切な森林整備が期待されている。 

 また，高性能林業機械の導入も容易となり，木

材生産の採算性の向上及び森林整備の広域化・効

率化が図られる。 

北薩管内においても現在，森林管理道「横座線」

を開設中であり，昨年度は森林管理道「運床線」

が完了した。平成 24年度からは，もっぱら森林施

業のための自動車道である林業専用道（規格相当）

も採択しており，昨年度までに 8路線完了したの

で，これらの路線概要について発表する。 

 

２ 管内の路網開設実績 

①森林管理道 

（スライド２，スライド３） 

 「横座線」は薩摩川内市内から紫尾山系を結ぶ

連絡線形として開設延長 7,470ｍ，事業費 25 億円

の路線である。平成 16～33 年度を事業期間とし，

4 工区体制での開設を行っており，28 年度末の進

捗率は計画延長の約 73％。利用区域の森林面積は

455ha で，このうちスギ・ヒノキの人工林が 282ha

あり，全体の 62％を占めている。 

また，そのほとんどが間伐対象の 4～12齢級に該

当し，横座線の開設済み区間においては，森林所

有者の手によって機械作業道が開設され，利用区

域内における間伐施業も行われている。 

（スライド４，スライド５） 

 「運床線」は延長 10,335ｍ，事業費 12億 1,000

万円を要し，平成 28年度に全線開通した。運床線

は本線と 3 本の支線で構成された組み合わせ路網

となっており，その内訳は本線 7,204ｍの 10 億

3,500 万円，支線は 3,131ｍで 1億 7,500 万円とな

っている。なお，支線構造は鹿児島県スタンダー

ド林道規程に基づいた規格である。利用区域の森

林面積は 331ha で，スギ・ヒノキの人工林が 206ha

あり，全体の 62％を占めている。4～12 齢級は

203ha ある。利用区域内においては間伐施業のほ

か広葉樹を中心とする皆伐地も広がっており，本

線沿いの斜面や 3号支線の終点部に確認できる。

間伐は工事着手後から平成 27年度までの 10ヵ年

で約 64ha の実績があり，路線の全線開通によって

今後も森林整備の拡大が期待される。 

②開設効果の検証 

（スライド６） 

運床線の開設効果について，林地への到達性とい

う観点から紹介する。 

利用区域に 50ｍメッシュをかぶせ，到達距離 100

ｍ以下から 400ｍ以上までを色分けし，それぞれ

の距離毎に集計したものである。 

運床線開設前の計画地においては既設作業道等が

現存しており，車両通行も少しは可能だったため，

これらを考慮した距離集計とした。その結果に突

出した値は確認されないが利用区域のほぼ中央部

には到達性の低い林分が集中して見られた。 大

到達距離は 680ｍであった。支線まで含めた開設

後は約 50％の林地が開設された路網から 100ｍ以

内に位置している。1 号支線により利用区域北部

への到達性向上が図られるとともに路網から 400

ｍ以上の林地がなくなり， 大到達距離も 380ｍ

になった。一部に残る到達距離 300～400ｍの林地

についても支線からの機械作業道を延伸すること

で安定的な利用が図られる。 

③林業専用道（規格相当） 

（スライド７） 

 林業専用道（規格相当）は平成 25～27 年度に管

内で８路線を開設している。 

薩摩川内市が事業主体となったものが 4路線，開

設延長計は 6,102ｍ。 

さつま町が事業主体となったものが 1路線，開設

延長計は 1,100ｍ。 

鹿児島県森林整備公社が事業主体となったものが

2 路線，開設延長計は 1,390ｍ。 

認定林業事業体である藤川山林株式会社が事業主

体となったものが1路線，開設延長計は2,500ｍ。 

④各路線の概要 

（スライド８） 

「荷床線」 

薩摩川内市永利町に位置し，平成 26年度に完成。

開設延長 3,216ｍ，事業費約 77,300 千円，開設単
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価は約 24千円。 

開設後，昨年度までに 15.41ha で 931 立方の搬出

間伐を実施しており，今年度も 13ha の間伐を計画

している。 

（スライド９） 

「藤之元線」 

薩摩川内市東郷町藤川地内に位置し，平成 26年度

に完成。開設延長 750ｍ，事業費 23,750 千円，開

設単価 32千円。この路線は縦断勾配がきつく，コ

ンクリート路面工の施工が多かったため，開設単

価が高くなった。 

間伐実績は面積 18.43ha で 1,114 立方を搬出して

いる。 

（スライド１０） 

「杉ヶ峰線」 

薩摩川内市百次町地内に位置し，平成 26年度に完

成。開設延長 1,170ｍ，事業費 23,370 千円，開設

単価 20 千円。 

間伐実績は面積 23.01ha で 961 立方を搬出してい

る。 

（スライド１１） 

「矢太郎線」 

薩摩川内市久見崎町地内に位置し，平成 27年度に

完成。開設延長 966ｍ，事業費 21,500 千円，開設

単価 22 千円。 

間伐については今年度より計画している。 

（スライド１２） 

「丁場池之段線」 

さつま町永野地内に位置し，平成 26年度に完成。

開設延長 1,100ｍ，事業費 27,500 千円，開設単価

25千円。 

間伐実績は面積 14.55ha で 696 立方を搬出してお

り，今年度も 12ha の間伐を計画している。 

（スライド１３） 

「孫市線」 

長島町城川内地内に位置し，平成 25年度に完成。

開設延長 700ｍ，事業費 18,450 千円，開設単価 26

千円。開設箇所の地山勾配が急だったため，切土

量が増えたことと路線縦断の急勾配区間にコンク

リート路面工を多用した結果，開設単価が高くな

った。 

間伐実績は面積 12.32ha で 516 立方を搬出してい

る。 

（スライド１４） 

「新道線」 

さつま町永野地内に位置し，平成 25年度に完成。

開設延長は 690ｍ，事業費 22,550 千円，開設単価

33千円。この路線も先程の孫市線同様の理由によ

り開設単価が高くなった。 

間伐実績は面積 10.66ha で 552 立方を搬出してい

る。 

（スライド１５） 

「野々瀬戸１号線」 

薩摩川内市東郷町藤川地内に位置し，平成 27年度

に完成。開設延長は2,500ｍ，事業費65,780千円，

開設単価 26千円。開設起点からの路線縦断が急勾

配となり，コンクリート路面工を多用した結果，

開設単価が高くなった。間伐実績は53.2haで4791

立方を搬出している。 

 

３ 林業専用道（規格相当）の開設効果 

①間伐実績 

（スライド１６） 

 表は平成 26～28 年度における管内市町毎の間

伐実績である。表の上段には各種間伐事業等での

実績数量，下段は林業専用道（規格相当）による

実績を示している。 

平成 26 年度は管内計で約 702ha の間伐を実施し，

その内 19ha 程が林業専用道（規格相当）の開設に

伴うもので管内計の約 3％にあたる。 

平成 28 年度は管内計約 812ha の内，林業専用道

（規格相当）によるものが約 79ha となり，その割

合は管内計の約 10％。林業専用道（規格相当）の

開設が増えるに従い，間伐の管内計に対する割合

も増加している。 

②開設効果の検証 

（スライド１７） 

 次に完成した路線において，間伐対象林分への

到達性を検証する。検証は薩摩川内市の杉ヶ峰線

で行うこととし，前述の運床線と同じ方法を用い

た。 

 開設前は既存路網からしかアクセス出来なかっ

たため，対象林地の 60％が到達距離 400ｍ以上と

なり， 大到達距離は 1,200ｍに及んだ。杉ヶ峰

線は間伐計画林のほぼ中央を縦断する形で開設し

たため，開設後は到達距離 100ｍ以下の林地が

49％となり，路網から 400ｍ以上の林地がなくな

る結果となった。 大到達距離も 350ｍだったこ

とから開設前より 850ｍの縮減が図られ，林内到

達性は大幅に向上したと言える。 

 

４ まとめ 

（スライド１８） 

 林地への到達距離が短くなると間伐コスト等の
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縮減に繋がることは，これまでの当発表会でも紹

介されている。 

そこで，薩摩川内市の杉ヶ峰線において，県営林

の経費積算に用いる計算書をもとに，トラック集

積場までの集材費を算出すると開設前より 144 万

円の縮減になると分かった。杉ヶ峰線以外の路線

における検証は実施していないが，縮減率の大小

はあるものの同様の結果が得られたと思う。 

当北薩管内では今年度も 3 路線の林業専用道（規

格相当）を開設中であり，これらの完成により更

なる間伐の増加が見込まれる。 

（スライド１９） 

 林業専用道（規格相当）の開設によって，そこ

から延伸する機械作業道も容易に作設でき，切り

捨て間伐を行っていた様な林地への到達が可能に

なる。これまでは公有林等を中心に路網整備を実

施しているが，今後は周囲の民有林まで含めた，

よりまとまりのある面的な区域において施業の集

約化を推進し，高性能林業機械の導入による低コ

スト作業を普及し，生産性の向上を図れるよう，

管内林業関係者等と連携をとりながら，有効な路

網整備に努めたい。 
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