㈳高知県山林協会長

明けましておめでとうございます。
皆様おそろいで輝かしい新春をお迎えにな
られたことと心からお喜び申し上げます。
昨年は激的な政権交代により林野庁予算概
算要求は、政府の方針に沿って、一般公共事
業費は一律 15.3％のカットとする内容となる
など、今までの概算要求と大きく異なる動き
でした。しかし、林野庁関連予算内容は、林
道から作業道主体、切り捨て間伐から利用間
伐への移行を基本原則として打ち出しており、
本会としましても、森林の整備基盤を確保し
つつ安価な作業道の測量設計に取り組み、間
伐材の搬出に貢献できるよう取り組んで参り
たいと考えております。
また、昨年は本県に被害をもたらした台風
は、9 号だけでしたが、災害を防ぎ県民の生
命と財産を守る治山事業は、重要な事業であ
ります。そのため中央協会や林業関係団体と
連携し、安全で安心な暮らしを守る治山事業
の推進や、森林の維持管理に欠かせない路網
の整備促進を関係機関等へ強く求めてまいる
所存ですので、皆様方の一層のご支援をお願
い致します。
例年、本会が公益的業務の一環として行って
いる「治山・林道・間伐体験ツアー」を、平
成 17 年の台風による豪雨で崩壊した香美市
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物部町中尾谷の復旧現場において行いました。
参加者からは、災害時の写真や資料を加味し
た説明に災害の怖さを実感したとか、山腹で
の植樹ができ、復旧へ寄与できて良かったなど
の意見をいただきました。また小・中学生を
対象に「森や自然についての子ども達の作文
コンクール」を行い、全作品を文集「さんりん」
として発刊してきたところです。今後も子ど
も達に自然や森林に対する関心をこのコンク−
ルを通じてさらに育んでいただきたいと考え
ております。
受託業務については、県立甫喜ヶ峰森林公
園の指定管理者業務を継続しているところで、
県民の憩いの場として森林や環境教育に関す
る展示や学習を計画し、自然に関するさまざ
まなイベントを行っています。今後も指定管
理者として適切に管理してまいりますので県
民の皆様には、大いに利用していただきたい
と思います。
今後、山林協会の果たすべき公益的な役割
の推進あるいは、新しい公益法人への移行等
様々な困難が予想されますが、役職員一丸と
なって積極的に事業に取り組んで参りますの
で、県ご当局をはじめ関係機関の皆様方のま
すますのご理解とご協力をお願い申し上げま
して、新年のご挨拶といたします。
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新年のごあいさつ
高知県知事
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明けましておめでとうございます。
昨年は、高知県産業振興計画の実行元年として本県経済の活性化に向け本格的にスタート
を切るとともに、学力・体力の向上対策やいじめ・不登校といった教育の課題、本県の実情
にあった「高知型福祉」の実現などにも、全力で取り組んでまいりました。
今年は、こうした取り組みをさらに進め、より大きな成果へとつなげなければなりません。
依然として厳しい経済状況に対して引き続き緊急的な経済対策を講じますとともに、県経済
の体質の強化を目指した産業振興計画の取り組みを加速化する必要があります。このため、
各産業分野の成長戦略と各地の地域アクションプランを検証し、県内各地で頑張っておられ
る多くの方々のご指導やご意見をいただき、柔軟な発想のもとに今年度内に計画を改訂しま
す。これによって、人材の育成・確保や商品開発の支援、県産品の販売拡大など、あらゆる
面でさらなる取り組みを進め、大きな飛躍の年としてまいります。
森林・林業の分野におきましても、全国一の森林県である本県にとり、県土の８割以上を
占め、成熟しつつある森林資源の有効活用が最大の課題です。
この課題を克服するため、間伐などの健全な森づくりをはじめ、木材等の生産基盤を着実
に整備していくことで、林業・木材産業の再生に繋げるとともに、木質バイオマス利用の拡
大を図り、森の恵みを余すことなく活用するための施策を推進してまいります。
県民の皆さまが将来にわたって安心して暮らしていける高知県を目指して、今年も全力で
取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
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新年のご挨拶
㈳日本治山治水協会・日本林道協会
専務理事

山田

壽夫

新年あけましておめでとうございます。社団法人高知県山林協会の皆様方には、ご健勝で輝か
しい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
また、皆様方には、常日頃から社団法人日本治山治水協会並びに日本林道協会の活動に、格別
のご支援、ご協力を賜っており、衷心より御礼申し上げます。
昨年は世相を表す漢字としては、新政権発足、新型インフルエンザの流行などから、
「新」が
選ばれました。9 月に政権が変わり、平成 21 年度補正予算や 8 月末に各省庁が提出した 22 年
度概算要求の見直し作業が行われ、補正予算が半減、概算要求は対前年 85％で提出されるなど
公共事業予算を取り巻く状況も一変しました。
一方、7 月には西日本で梅雨前線の活動が活発となり、福岡県、長崎県で一時間雨量が 100
ミリを超える猛烈な雨や山口県を中心とした記録的な大雨により山地災害による人的被害 15
名を含め死者 31 名という大災害が発生し、今更ながら日本列島は災害列島であることを思い知
らされました。また、世界的にもフィリピン、ベトナム、カンボジアにおいて台風の影響による
記録的な豪雨で 386 名以上の方々が亡くなるという被害も発生したところであります。
また、地球温暖化防止については、平成 20 年から始まった京都議定書第一約束期間が二年目
となり、削減目標６％のうち 3.8％を間伐などの森林整備により確実に確保していくため、森林
施業の集約化や路網整備の重要性が求められました。
さて、今年はどのような年になるのでしょうか。経済情勢をはじめ不透明感を増していますが、
いずれにしても近年多発している災害を二度と繰り返さないよう「安心で安全な国土の構築」に
向けての取り組みは基本でありますし、また国際公約の地球温暖化防止も第一約束期間である平
成 24 年までの折り返し地点を迎え正念場であります。緑のダムとしての機能を有する森林の再
生を通じたきめ細かな治山対策の推進や林道などの路網の整備を今後一層積極的に推進していく
ことが重要であります。また、公益法人制度改革三法が施行され一年余が経過し、移行期間も限
られていることから、これまで以上の対応が求められております。さらには、行政改革や入札制
度改革などに伴い都道府県協会や中央協会を取り巻く状況が一層厳しくなる中で、中央協会とい
たしましても活路を見いだすべく、研修等を実施しながらその対応に取り組んで参りたいと考え
ております。私としましても昨年 10 月専務理事に選任していただき、今年が一年間を通して皆
様方とともに仕事をする初めての年であり、精一杯努力して参りたいと考えておりますので、何
卒よろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、新しい年を迎え、社団法人高知県山林協会の限りないご発展と、会員の
皆様方の一層のご健勝を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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高 知 の 山 か ら

技 術 講 座

㈳高知県山林協会

技術顧問
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秩父累帯の基盤岩層は地殻変動、風化作用の

斜面安定は土質工学から次式で表される。

ために脆弱であることは否定されない。脆弱な

Ｆ＝｛C ＋Ｗ cos θ・tan φ } ／Ｗ sin θ
上式から次式を得る。

素因が存在しても崩れの引き金である誘因が働

Ｆ＝（C/Wsin θ）＋（tan φ /tan θ）

かないと崩れは発生しない。
地質・土質工学から見た斜面安定に関する事

右辺の第一項は土層の粘着力とセン断力の関

項は前号で検討したが、山地形成に関する秩父

係、第二項は土層のセン断抵抗角と斜面の傾斜

累帯の山地について概説しておく。山地災害危

角の関係である。
根茎網の力学的な関係は１）土層の粘着力を

険地背後の山地地形を巨視的に見た姿は山地災

増加すること、２）土層のセン断抵抗力を増加

害の問題を検討する場合に重要である。
第四紀の研究成果によれば、四国島の標高

することである。根茎網の粘着力の増加分を

500m 以上の山地は造山運動に依る隆起によっ

（α）とすれば、上式の第一項は（Ｃ＋α）／

て形成された山地である。換言すれば、激しい

Ｗ sin θとなる。この（α）が土層の粘着力を

地殻変動が山地を形成したのである。その結果

どれだけ増加するか数量的に記すことは無理で

として山地の内部に地殻の力に起因する破砕帯が

ある。

存在する。断層は岩盤の剪断破壊に起因する現

土層のセン断抵抗角の増加に寄与する根茎網

象で線構造である。処が破砕帯はある幅を有す

の力学的な増加分成分を（β）とすれば、右辺

る面構造である。崩れの素因としては断層の線

の第二項は tan( φ＋β ) ／ tan θと推測される。

構造よりも、むしろ面構造である破砕帯の存在

この（β）に関係する緒実験に依ればセン断抵

が問題である。

抗角の増加は定性的に確認されている。しかし
（β）値は定量的に確定されてない。

四国島の脆弱な面を強調する巨視的な地形は
新居浜市〜高知市間の縊れの状況である。この

森林が崩れを阻止する働きは根茎網の発達が

地形は南からと北から働いた地殻力の総合的な

土層の粘着力とセン断抵抗力を高める為である

結果の姿である。四国山地は南・北から強い地

ことは否定されない。

殻の力を受けて形成された山地であるが故に、

土層のセン断抵抗角φが斜面の傾斜角θより
次式の関係にあれば

山地は脆弱な素因を内在しているわけである。

φ＋β≧θ

山地災害危険地に指定された集落は主に中山
間地に位置し、背後斜面の植生は針葉樹林（注：

崩れは起こらない。

スギ・ヒノキ人工林、樹齢 30 〜 40 年生が多い）
・

φ＋β＜θ

広葉樹林（注：天然林より、むしろ薪炭林の名

斜面は崩れることになるが、粘着力の増加分の

残か？）が主である。これらの樹木類の根茎網

寄与が推測されるので、崩れを阻止する場合も

の力学的な相互作用が崩れを阻止していること

当然あり得るだらう。

は明白な事実である。このことは “斜面と森林”

山地災害危険地の斜面はほぼ 30 度〜 40 度

に関する事項を検討する際には避けて通れない

の傾斜、人工林の樹齢は 30 年生から 40 年生

ほどの重要な問題である。最近は “林業の活性

である。根茎網の力学的な強度は未知であるが、

化” に関する話題の中で取り上げられる “路網

抜根の抵抗力はスギの 30 年生で 5ton 前後で

密度と間伐” の問題がある。路網密度と林地保

ある（注：刈住の実験による）。抜根の抵抗力

全は森林の根茎網の力学的な働きに期待される

から推測すれば、樹木の根茎網の力学的な強度

のである。

は相当大きい力であると想定される。この力が
−4−

森のテクノ
範囲は

粘着力・セン断抵抗角を大きくするために、相

-

-

4.0・10 3cm/sec ＜ K ＜ 7.0・10 3cm/sec

当強い集中豪雨に見舞われても崩れが発生しな

-

である。透水係数値が 10 3cm/sec の土層は降

いことが一つの証左である。
山地災害危険地は１）坂本地区、２）木折山

雨量 36mm/hr を浸透・透下することが可能で

地区を取り上げる。

ある。

２−１．坂本地区

電気探査による地層の層比抵抗（ρ）と地層

場所：高岡郡梼原町坂本

の貫入深度の関係は以下の如くである。

地質：秩父累帯の北帯、四万川層、主な基盤岩

ρ＞10000 Ω-Ｍ

類は粘板岩・砂岩・チャ−ト岩などである。基

100＜ρ＜500 Ω-Ｍ

盤岩の走向は “受け盤構造” である。

Nc＜20
20＜Nc＜50

Nc ＜ 20 以下の地層は表層土に該当し、孔隙、

地形：背後斜面の面積の 57% は傾斜度が 30 〜

乾湿の影響を強く受けるために、地層比抵抗は

40 度、なお 26% は 20 〜 25 度である。

高い数値が得られた。地層深度は 1.0m 前後と

植 生： ス ギ（ 注： 樹 齢 10 〜 30 年 生 ） は

推測される。

22.6% を占有、ヒノキ（注：樹齢は不明）8.2% 、

20＜Ｎｃ＜50 範囲の土層の比抵抗が低いこ

クヌギは 37.7%、他の広葉樹は 37.7% などで

とは、土層の湿潤状態のためである。土層深

ある。

度で推定すれば 4m 〜 5m 前後である。

集落背後の斜面は標高 510m 〜 600m、流

地表面近い土層は湿潤・乾燥のためと、土層

域地形は一次谷流域で、集落の発達は四万川の

の空隙のために層比抵抗は高くなる。深度が深

渓流の出口に形成された土石流の堆積した扇状

くなると地層中の水分の含有量が多くなり、そ

地および四万川の蛇行によって形成された河岸

の影響を受けて層比抵抗は低い（注：直流電

段丘である。

流が通り易くなり、抵抗が小さくなること）。

山地災害に関する注目すべき事項は１）谷の

計測時点は晴天時であった。

両岸の山腹斜面の地層状態、２）谷頭部斜面の

野外調査の緒資料から推測される山地災害危

地層状態、３）降雨と表層土の透水性の問題、

険地の全体的な像は以下の如くである。

などである。

山地斜面の傾斜度はほぼ 40 度前後以下であ

谷の両岸の斜面で実施した簡易貫入試験の数

る。土層のセン断抵抗角（φ＋β）を 30 度、

値から貫入深はほぼ 2.0m 〜 5.0m 前後である。

斜面傾斜度を 40 度とすれば、tanφ／tanθ＝

谷頭部の貫入深はほぼ 2.0m 〜 5.0m 前後であ

0.687 である。斜面が崩れないため有力な条

る。表土層の地層状態は砂礫混じりの土砂・破

件は根茎網の働きが（C ＋α）／ Wsinθ＞0.5

砕された岩・軟岩を包含する。表土としては良

以上でなければならない。

く本帯で観察される土層状態である。

崩れの問題は数式のみで説明出来ない問題が

渓谷は過去に土石流が発生した履歴を持つ流

あることを指摘したい。なお、数式で求まる数

域であるから、流域斜面の土層構造として脆弱

値は参考にすべき重要な数値であることは勿論

な面があることは否定されない。

である。

表土の透水係数値（Ｋ）は
-2

（以下次号）
-2

1.0・10 cm/sec ＜Ｋ＜ 4.0・10 cm/sec
である。
雨水の透水性は非常に良好である。透水係数
-

値が 10 2cm/sec であることは、仮定条件はあ

前田哲生

るけれども、降雨量 360mm/hr を地層中に浸
透・透下させることである。しかし斜面の浸透

四万十町長

能は一様ではなく、局所的に雨水を浸透し難い

㈳高知県山林協会長

場もある。その浸透し難い場の透水係数値の
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吉野川上下流域の森と水を通じた交流について
〜嶺北地域における香川用水水源の森保全事業〜
嶺北林業振興事務所

はじめに

中

川

良

介

定的な確保は昔から大きな問題となってきま
した。この問題も昭和 48 年に「四国のいのち」

嶺北地域は高知県中央北部の山岳地帯に位
置し、地域を東西に流れる吉野川の両岸に広

といわれる早明浦ダムができてからは、ある

がる林業の盛んな地域です。藩政時代には、

程度の目途がたつようになってきましたが、

白髪山諸山のヒノキを主とする優良材が吉野

それでもやはりこの水瓶も水が減ってくれば、

川を利用して上方に運漕され、幕府の許可に

心配な状況になります。

より大坂（阪）でわが国初の木材市売市場を
形成したほどの歴史を持つ地域でもあります。
戦中の軍需用材、戦後の復興のための大量の
用材需要による無計画な伐採を経て、その後
はスギを主とした造林が行われ、現在では嶺
北スギの名前で知られる県下でも有数の林業
地帯になっています。
又、木材利用面においても、昭和 58 年に
設置された「嶺北地域国産材産業振興協議会」を
牽引役に、様々な取り組みがなされてきまし
た。現在では、地元木材業者の方々が共同して、
このような背景の中、森林の持つ「緑のダム」

「れいほくスケルトン」という木造住宅キット
の商品化・販売が進行中で、県内外の工務店

としての役割を持つ、吉野川上流域の嶺北地

の方にもご協力いただきながら、消費者と産

域の森林整備（除間伐）について、香川県が

地の顔が見える取り組みも行われています。

平成 14 年度から事業費の 1 割の補助金を出
してくれる制度が継続しています。「香川用水

香川用水水源の森保全事業

水源の森保全事業」という名前のこの事業は、
平成 17 年度からは作業道開設についても補

夏場を中心に雨の降らない日が続くと、渇
水・水不足問題が全国的にニュースになります。

助対象となり、森林所有者にとっては負担軽
減につながる非常にありがたい制度として定
着しています。

瀬戸内側で大きな河川がなく、水源を吉野
川からの取水に依っている香川県では水の安
−6−
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この感謝祭の大きな目玉の一つとして毎年

今年度で 8 年目を迎えるこの事業の実績は、
昨年度末で除間伐面積で 8,000ha、作業道開

企画されているのが、
「嶺北のスギ大黒柱プレゼ

設では 80km になり、補助金では最も多かっ

ント」です。これは地元製材会社さんの提供

た平成 18 年度が 3,346 万円、昨年度（平成

によるスギ８寸角の大黒柱で、香川県内で木

20 年度）は 2,366 万円をいただいています（旧

造住宅を建築予定の方に応募していただき、

本川村分含む）。

抽選でプレゼントするものです。本数は、一

昔から「ため池」が数多く作られていたよ

昨年までは５本でしたが、昨年度から香川県

うに、香川県民は水には昔から高知県民以上

側が同じようにヒノキの大黒柱の提供をされ

に関心を持たれていました。香川県からは毎

るようになったため、嶺北側からは３本にし

年多くの小中学生が早明浦ダムの見学に来て

ています。嶺北産スギ材の魅力を伝えるいい

います。嶺北地域の林業関係者・森林所有者

機会になることを期待しています。他には各

の皆さんは、この香川県（民）からの負託・

森林組合の活動を示すパネルの展示や地元グ

願いに答えるべく、健全な森林の育成に力を

ループの方による木工教室、又本年は林業架

入れることが必要といえるでしょう。

線集材の模型体験なども用意したため、子供
さんたちがゲーム感覚でたくさん遊んでくれ

間伐支援感謝祭

ました。

このように、香川県が嶺北地域の森林整備
に対し支援を行ってくれていることに対し、
香川県民の皆様に感謝の気持ちを届け、また
「豊かな水源の森を守り育てる」という共通の
認識を育て、更なる交流を深めるためのイベン
トとして、「間伐支援感謝祭」を平成 16 年度
から行っています。場所は、高松市と嶺北地
区において毎年交互に行ってきましたが、昨
年香川県で「ウッディ・フェスティバル」が再
開したことから、今年も引き続きそのイベン
ト に 参 加 す る 形 で、10 月 3 日、4 日 の 両 日
高松市で行いました。この感謝祭は、嶺北地
域の各森林組合や民間会社、又香川県側では

この間伐支援感謝祭は、香川県木材需要拡

NPO 法人「木と家の会」などのご協力で開催

大協議会が行う「ウッディ・フェスティバル」

しています。

のイベントの中で行っているもので、会場は
「サンメッセ香川」で行われています。香川県
内外の木材関係者の方々がたくさんのブース
で展示・販売を行うもので、嶺北地域からは
嶺振（嶺北地域農林業振興連絡協議会林業部
会）からも出展があり、木工品を含む多くの
農林産物が販売されました。
四国内を流れる吉野川の上流域と下流域で
の、森のはぐくむ水を通じたこのような交流が
引き続き行われ、健全な森づくりの推進、並
びに木材資源の有効活用につなげてほしいと
考えています。

−7−

森のテクノ

ボランティアによる「市民の森づくり」を目指して
こうち森林救援隊事務局長

＜プロローグ＞

中

川

睦

雄

佐の森救援隊」（平成 15 年 4 月発足）の活動

田舎育ちの私の子どもの頃の遊びといえば、

を経て、高知市の鏡川源流域を主なフィールド
として活動している「こうち森林救援隊」（以

山や川の自然そのものが対象でした。

下、救援隊という。）へと引き継がれてきました。

春夏秋冬の四季を通じた自然との触れ合い
の中でも、広葉樹林の緑のキャンパスが山の

今回は、この救援隊の進めている「市民の

頂から麓まで赤や黄色の紅葉で染められてい

森づくり」事業について紹介させていただき

く見事な錦絵は、今でも脳裏に焼きついてい

ますが、この事業は「市民の森」として何処

ます。

か特定の森林を定めて整備を行っているとい
うものではなく、救援隊の進めているボラン
ティア活動全体を総称しているものであります。

昭和 30 〜 40 年代、このような山里の景色
が、国の造林事業による自然林の人工林化で
＜救援隊の設立目的＞

一変していきます。杉や檜の植林を行う山林
所有者には国から補助金も支給され、将来の

救援隊は、『高知市民の水瓶である鏡川源流

蓄財としての緑のオーナー制度（一口 50 万円）

域の森林を整備し、水源地の森としての恵み

も設立されるなど、「人工林は宝の山」と称さ

豊かな多面的機能を持った森づくりを目指す

れ持てはやされました。

ことや、林内に放置されてきた間伐材の利用

しかし、その後の木材価格の低迷や林業の

を促進させ、林業の再生や中山間地域の振興

担い手不足などから、手入れを約束されてい

にも寄与すること』を目的として、平成 17 年

た筈の「宝の山」は放置されることとなり、

1 月に高知市の職員が中心となって設立され

未整備となった人工林はかつての輝きを失っ

ました。

てしまい、今では宝どころか環境破壊の元凶

発足当初は 10 数人で立ち上げられた救援

とまで言われる状況に追い込まれています。

隊 で す が、 今 や 隊 員 数 は 250 人 以 上（ 平 成

私が、こうした人工林整備のボランティア

21 年 11 月 30 日現在）に達しており、この

活動に関わることになったのは、高知県の進

5 年間の環境保全活動は 315 回、これらの活

める地域企画員制度に名乗りを上げた某県職

動への参加者数は延 5,241 人に達しています。

員さんが呼びかけた、平成 14 年 11 月のある
＜間伐材の利活用＞

新聞広告がきっかけでした。
こうして四万十川源流の東津野（船戸）か

間伐材の利活用では、先人の汗の結晶であ

ら始まったボランティア活動は、NPO 法人「土

り貴重な木材資源でもある間伐材を有効に活
−8−
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用させるため、可能な限り搬出のうえ市場へ

こうした救援隊の活動は地域住民にも認知

の流通を目指すとともに、製材や木工製品と

されてきており、地区内の山主から新たな間

して加工することにより付加価値を付けて、

伐地の提供についての相談も出てくるなど、

その利用促進に努めています。

地域への着実な浸透を遂げてきています。
＜協働の森づくり＞
行政や企業との連携においては、高知市教
育委員会所有の土佐山運動公園裏山の整備や
筆山公園の展望確保のための広葉樹の徐伐作
業 な ど に 協 力 す る と と も に、 鏡 川 清 流 保 全
事業の一環である鏡川流域ネットワークに、
TOTO ㈱や四国銀行㈱とともに加わるなど、
高知市が進める環境整備事業にも積極的に関
与しています。

曲材や端材などの用材価値のない間伐材に
ついても、佐川町に設置されている NEDO の
木質バイオマス実験用プラント工場に搬入し、
新たな熱エネルギー資源として活用するなど、
徹底した利活用を検証しています。
＜グリーンツーリズム＞
グリーンツーリズム活動では、活動の拠点
となっている鏡（梅ノ木）地区の地域興し活
動との融合を目指して、毎月 1 回の宿泊型の
ボランティア活動（毎回 20 人前後が参加）や

一方、行政からはボランティア活動のフィー

年 1 回のボランティア祭り（今年は 150 名位が

ルドとしての公有林の提供を受けており、企

参加）を開催していますが、これらの活動で

業からは活動資金の助成やボランティア活動

は森林整備などの環境保全活動は勿論、地元

への協力なども得ています。

主催の山菜祭りや道普請、神祭などの地域活
動にも積極的に関与するなど、中山間地域の
活性化にも努めています。

平成 18 〜 21 年度には、高知県の主導で行
政と企業が連携して 40 数件の「協働の森づ
くり事業」が県内各地で展開されていますが、
−9−
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救援隊でも TOTO ㈱の水環境基金や国土緑化

全国ネットでも、林野庁機関紙の「林野」

推進機構の緑の募金事業の助成を受けるとと

や国土緑化推進機構のホームページ、TOTO ㈱

もに、「絆の森」での四国銀行㈱との協働間伐

の機関紙においても、森林保全ボランティア

にも取り組むなど、行政と企業、そしてボラ

活動の中の優れた取り組みとして紹介されて

ンティアによる三者の協働活動としての「市

おり、また、独自にインターネットのブログ

民の森づくり事業」が本格的に展開されよう

にて救援隊の活動状況の詳細を掲載していま

としているところであります。

すが、最近ではこの情報を基に新しい仲間が
急激に増加してきています。

＜ネットワークづくり＞

取り分け、高知大や高知工科大を始めとし

ボランティア間のネットワークづくりでは、

た学生や若い女性の関心が高く、学生隊員は

県内のボランティアネットワークに加盟のう

20 名余り、また女性隊員は 40 名近くに達し

え、同ネットワーク事務局（山林協会）主催

ており、これらの学生を対象とした学生ボラン

の事業にも積極的に参加、ボランティア団体

ティア組織を立ち上げることも検討されてい

間の連携にも寄与しています。

るところであります。

また、同じボランティア団体である土佐の
森救援隊や四万十樵塾、四国銀行森林サーク
ルなどとの協働活動や交流にも努めるととも
に、新規発足を目指しているボランティア団
体等の研修の受け入れも積極的に行うなど、
他団体との連携・協力に努めています。
更に、TOTO 水環境基金が橋渡しとなって
北九州市の竹炭を使用した環境整備に取り組ん
でいる「中谷地区まちづくり協議会」との交
流も開始されるなど、ボランティア間の交流
の場は着実に拡がりを見せてきています。
＜広報・宣伝活動＞
こうした救援隊の活動状況については、テ
レビ高知の「頑張れ高知 eco 応援団」を始め、
さんさんテレビやＮＨＫ高知などでも放映さ

＜最後に…＞

れるとともに、県の広報誌である「樹海」や

このように、救援隊の目指す「市民の森づ

高知新聞を始めとした新聞各社などにも再三

くり」事業は着実に地域活動として確実に定

掲載されています。

着してきており、様々な分野で認知もされ素
晴らしい成果も上げてきています。
今後は、隊の目的である森林環境の整備や
林業の再生、中山間地域の振興につながって
いく活動へと発展させていくため、更に裾野を
拡げた活動に高めていかなければと考えてい
ます。
ボランティア活動に関心のある方、是非、
救援隊の活動に加わって、共に気持ちよい汗
を流して見ませんか…？
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第 13 回

治山・林道・植樹体験ツアー
㈳高知県山林協会

情報企画課長

岡

﨑

高

志

本協会が取り組んでいる業務の一つに、森林

また、林道の終点に見える家に住んでいるお

整備や森林保全事業の趣旨を、広く一般県民の

ばあちゃんの談ですが、「私の健康を心配して

方々に理解していただくための普及・啓発活

訪ねてくれる町にいる孫は、林道のおかげで来

動があります。その一環として、高知県の後援を

やすうなった。
」とニコニコ顔で話していました。

いただき治山・林道・植樹体験ツアーを 11 月
3 日に実施し、20 名の方々に参加していただ
きました。
今回は、物部川の源流域（香美市物部町中尾
谷）から河口までをたどり、治山、林道事業の
視察と苗木の植樹体験をとおして、森林保全の
意義を知っていただく催しとしました。
源流域の森林（治山・林道の現場）では…
「ウーン、こんなに広い荒れ地を見たのは初
めて！でも途中の谷はキレイだったわねー？」
（担当）「皆さんがいる所は、平成 17 年の台風
初めての試みである植樹体験では…

14 号の豪雨で、約４ha の大規模崩壊が発生し
た場所です。このあたり一帯は、もともと地質
的に脆弱なため崩壊して、昭和 36 年度以降７

「私、苗木を植えるのは、初めてなの。どうし
たらいい…？」

基の治山ダムを施工していましたが埋もれてい

（担当）
「なかなか説明してもわかりにくいので、

ます。治山ダムがあったので、本流域への被

一本植えてみます。」と見本を示しての植樹と

害を抑止できたと考えています。現在も復旧工

なりました。木を植えることの意義を十分理解

事を順次計画的に進めているところです。」

し熱心に作業に取り組む参加者の姿に、我々主
催者も感動したところです。
昼食の後、源流域から下流域の山田堰記念公
園へ移動して、山田堰井筋土地改良区の植野事
務局長と担当職員の方々から、江戸時代に築造
された経緯や新たな合同堰の役目である農業用
水等の管理と効果について丁寧な説明を受けま
した。
視察の終点である物部川河口では、水量が少
なく河道が閉塞した状況を目の当たりにして、
「水資源のかん養等森林の多面的機能を発揮さ
すためには、森林整備をいろんな手法で進めて

「アレッ、あんな山の中腹に人家が！」
（担当）「この現場まで通って来た道は林道中尾

いくことが必要です。そのためには皆さんと一

線です。間伐など手入れする時や伐採した木

緒に考え、行動する機会を今後も作っていきま

材を運搬する時には、車が通れる道が必要で

しょう。」と提案し、今回の体験ツアーを終了

す。森林整備に欠かせない林道は、一方で山村

しました。参加していただいた皆さん、ありが

の人達の医療・福祉等に資する生活道として、

とうございました。

寄与しています。
」と説明させていただきました。
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テクノ・アラカルト
（技術基準の解釈と運用）

かっては、「技術立国」でした。
鎖国の江戸時代、いや縄文時代から脈々と
築いてきた技術基盤が次々と隣国に流出し、
資源が無い代わりに様々な技術があったこの
国はいつの間にか属国に…街角には「禁使用
日本語」のポスターまでが…近所の奥さんが
「ニーハオ」…ん？「グー

ハォー」？？

隣の布団の女房のいびきで私は真冬の夜の
夢から覚めたのです。夢で良かった…暗く浮
かぶ天井の梁を見上げ、まずは一安心。

ほとんどの場合は、図−１のとおりで特に
解釈の必要はありません。

技術が無くなってはどうしようもないので

では、崖の上のポニョといった感じの図−

すが、あってもどう使うかということが重要

２の場合はどうでしょうか。コンクリートよ

です。

り硬度のある岩盤の上に兼用護岸の重力式コ
ンクリートよう壁を設置する場合です。

技術に関する基準、規定をどう解釈してど
う運用するか、そんなこと言われなくとも分
かってるよと軽くあしらわれそうです。確か
にそのとおりで、基準は文言か数値で表現さ
れており、関係者にとって理解・運用は簡単
なことです。
・

・

・

・

・

・

・

しかし、場 合によっては判断に迷うことも
あり、森林土木に関する技術についても時と
して解釈に時間をとることもあります。
今回は、「林道の路側構造物に関する根入

あるコンサル担当者は、図−３のような置

れ」の場 合によってはのケースについて、考

換えコンクリートを施工する方法を提案しま

えてみたいと思います。

した。

・

・

・

・

・

・

・

よう壁等の根入れについては、林道技術基
準で次のように記述されています。
①斜面においては、土砂地帯で 1.0m 以
上、 岩盤地帯で 0.5m 以上
②平坦地においては、土砂地帯で浸食、
洗掘等の程度に応じて地山線からフー
チング天端まで 0.5m 以上、岩盤地帯
で

は表面の風化部分を除いた岩盤面

（林道技術基準より）
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今回の事例は、林道技術基準にいう平坦地
とは考えにくいことから、斜面における基礎

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

浮かび上がります。

を安定的に確保すること自体、問題はありま
せん。

・

図 −２のままでも良いのでないかという案が
「重力式よう壁」の名称で明らかなように、
重力が安定的に基礎、すなわちコンクリート

ただ、本事例では次の問題点があります。

の硬度以上の岩盤であれば、よう壁の底面に
必 要 な 摩 擦 力 を 生 じ、 そ れ に よ っ て 支 持 力、

・置換コンクリートは、構造物基礎の基

滑動、転倒は満足するはずです。

礎地盤の層が傾斜して地盤支持が不均

ただ、この場合は岩盤と構造物間に差し筋

一な場合に適用する（林道技術基準より）

か、よう壁基礎部の岩の洗掘防止として厚さ

となっているが、本事例は基礎地盤は

30 〜 40cm 程度の根継ぎを施工することが

ほぼ水平な岩盤であること

望ましいかもしれませんが…基準数値だけに
とらわれると図−４のように首をかしげる場

・岩盤は非常に堅固な硬岩であること

面にも出くわすこととなります。
今回は、次のとおりのまとめとします。

また、図−３を見た担当官は図−４の案を
提示しました。林道技術基準にある岩盤地帯
では水平土かぶりが 0.5m 以上を根拠とした

・値（基準値）ありきで判断すると、本
末転倒となることもある。

ものです。
・そのため、値（基準値）が規定された
背景、根拠となる記述を確認する。
（参考となる情報をインターネット等で
簡単に網羅することも有効と思います。
）
・判断に迷った場合は、原点に戻る。
（技術関係だけのことではありませんが）

どうでしょうか。
迷った場合は、基本に戻る…ということで、
①先述の林道技術基準の「根入れ」の冒
頭の記述を見ると、「直接基礎は、良
質

な支持層に直接支持させることが必

要で

ある」旨が記述されていること

②よう壁の安定計算は・支持力・転倒・
滑動の因子によることに留意してみます。
今回の事例は上記①を満足すると共に、②の
支持力と滑動の点でも基礎地盤が硬岩なので、
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（担当：㈳高知県山林協会

技術専門官）

森のテクノ

舟入川の水を育む森づくり
㈳高知県山林協会

平成 15 年度に高知市立大津小学校の総合学

技師

大

﨑

加

奈

防ぐ⑦食害防護ネットを立てる）を聞いた後、

習と連携し、「森林の働きと植林体験」として

各々が鍬とバーク土、苗木を持って植樹をして

香美市物部町にある市有の林地にクヌギを植樹

いきました。

して以降、昨年度まで６回の下刈りやつる切り
をおこない、木の成長を助ける活動を実施して
きました。
今年は平成 17 年９月の豪雨で大崩壊した香
美市物部町中尾谷で法面の安定を図り、豊かな
森づくりのための植樹体験をしてもらいま
した。
11 月 12 日（木）、前々日に大雨が降り、こ
の日もお天気が心配されていましたが、青空が
広がり、絶好の植樹体験びよりとなりました。

樹種はケヤキ、コナラ、ヤマザクラ、イロハ
モミジで、足場も悪く、ふだん持ちなれない
鍬を持ち、石だらけの場所に苗木を植えていき
ます。鹿の食害から苗木を守るために支柱を立
て、網をかぶせて固定。みんな悪戦苦闘しなが
らも、自分たちの手で植えた苗木が将来どんな
森をつくるのか楽しみなようです。

べふ峡温泉到着後、駐車場で簡単な説明をし
てから、クラスごとに現場まで徒歩移動。私も
小学４年生の “若者達” とともに歩きます。
林道中尾線の勾配はきつく、日頃の運動不足
とそれなりの年齢を重ねた私には過酷なもので
した。
若者達もまた私と同じらしく「まだ着かん？」
「まだ？後どればあ？」の声に、
「もうちょっと！
もうちょっと！」と声をかけながらやっとのこ
とで現場に到着しました。

植樹体験を終え、昼食後は河原で森林の働き
や環境についての学習をしました。こちらから

ここでは、主催者の挨拶や山の働きについて

の質問にみんな積極的に手をあげて、発表して

の学習、植樹についての注意事項（①二人一

くれます。日頃から森や水、自然について関

組で行動②事前に示した場所に、鍬で根鉢より

心を持ち、勉強していることがわかります。

も一回り以上大きい穴を掘る③堆肥を入れ、底

何年か後、自分達の植えた苗木を見にきて

土とよく混ぜる④植える向きを決め、土を埋め

やってください。大きく成長した木は森を育み、

戻す⑤根と土の隙間が無くなるように、しっか

そして訪れた人も癒す、そんな気持ちにさせて

り踏み固める⑥根本を草などで覆い、乾燥を

くれると思います。
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㈳高知県山林協会

皆さんは、寒い冬をどのように過ごされてい

永

環境学習チーム長

野

俊

彦

には、ストーブの炎がとても暖かく感じます。

ますか。甫喜ヶ峰森林公園では、寒い冬を楽し

甫喜ヶ峰森林公園ネイチャーゲームの会の協

める「甫喜ヶ峰、冬の森遊び」を計画しました。

力を頂き、新美南吉作「ごんぎつね」や「てぶ

第一弾は、真冬の一番寒い時期の早朝、森林
公園内の自然観察を行います。標高 600m の風

くろを買いに」など心温まる語りに触れ合って
はいかがでしょうか。

車の丘から、太平洋から昇る朝日を見ながら、

第三弾は、甫喜ヶ峰の寒風に負けずに「親子

林道や遊歩道を散策します。散策では、珍しい

凧揚げ大会」です。寒い冬の運動不足解消のた

「シモバシラ」を発見できるかもしれません。

めに、
「土佐凧」を作り、北風に負けずに凧揚げ

「霜柱」ではなく、シソ科の多年草の植物で、冬

を楽しみたいと思います。

になると枯れた茎に付ける氷の結晶で、凍るよ
うな寒い朝にできるようです。

開催日時等は下記の通りです。近年の冬は、
「暖
冬暖冬」と言われがちですが、甫喜ヶ峰森林公

第二弾は、ストーブを囲んで「童話の語り」

園はとても寒い日が続きます。この寒さに負け

はいかがでしょうか。森林公園の学習展示館内

ずご家族や友人と一緒に冬の甫喜ヶ峰を楽しみ

にペレットストーブが設置されました。寒い冬

ませんか。皆さまのご来園をお待ちしています。

イ ベ ン ト 情 報
—
第一弾

一番寒い自然観察

「甫喜ヶ峰、冬の森遊び」—
第二弾 ペレットストーブと語りの世界

第三弾

親子凧揚げ大会

日

程

２月７日（日）
7:00 〜 9:30

日

程

２月７日（日）
10:30 〜 12:00

日

程

２月１１日 ( 木 ) 祝日
9:30 〜 12:00

内

容

早朝の公園を散策
します。運が良けれ
ば、シモバシラ（植
物名）についた、神
秘的な氷のかたまり
を見ることができる
かも！

内

容

ペレットストーブを
囲みながら、語りの
世界へどうぞ！

内

容

自分で作った「土
佐凧」を、大空に上
げてみよう！

募集人員

10 名

募集人員

20 名

募集人員

親子 10 組

参 加 費

300 円（保険代・温
かいぜんざい付き）

参 加 費

100 円（保険代・温
かいぜんざい付き）

参 加 費

500 円（土佐凧一組）
別途保険 100 円

炭を使おう！

しいたけの森づくり

日

程

２月１４日（日） 10:00 〜 12:00

日

程

３月７日（日） 10:00 〜 12:00

内

容

マツボックリやヤシャブシなどの
木の実や、ツバキの花などで花炭を
つくります。また、七輪でおいしい
ものを焼いて食べてみましょう！

内

容

秋に、ボランティアのみなさんに
もご協力いただき整備したクヌギ・
コナラ林での活動第二弾！今度は、
しいたけの森にするため、ホダ木づ
くりを行います。

募集人員

20 名

募集人員

20 名

参 加 費

300 円 （保険代・材料費込み）

参 加 費

200 円（保険代・温かいお汁付き）
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平成 22 年度の県森林整備・治山林道予算見積
概要公表される
県では 12 月 7 日、平成 22 年度予算につい
て各部局において作成した経営方針に基づい
たそれぞれの予算見積額が示された。
それによると、森林・林業分野においては、
●林業・木材産業の再生
●木質バイオマスの利用拡大
●森のものの活用
●健全な森づくり
を基本戦略として森林整備に 3,614 百万円（対
前年度比 183.6％）、治山に 3,533 百万円（対
前年度比 86.7％）、林道に 2,620 百万円（対
前年度比 83.5％）となっており、治山・林道
には森林整備を大きく下回る厳しい予算見積
額となっている。
平成 21 年度第 2 次林野庁関係補正予算案決まる
12 月 15 日に閣議決定された 21 年度第 2
次補正予算政府案によると、林野庁関係補正
予算は、Ⅰ環境対策の森林・林業再生の加速
化 42 億円、Ⅱ金融対策の林業・木材産業経
営安定化対策事業（新規）20 億円、Ⅲ災害復
旧 等 の 49.5 億 円 の 総 額 112 億 円 と な っ て
いる。

平成２２年度の林野庁公共事業費予算政府案決まる
12 月 25 日閣議決定された 22 年度予算政府
案によると、林野庁公共事業費予算は対前年度
比で 72.7％の 197,004 百万円で、治山事業費
が 69.4％の 68,833 百万円、森林整備事業費
が 73.1％の 118,197 百万円、災害復旧等事業
費が 100.0％の 9,974 百万円となっている。
このほか、農山漁村地域整備交付金より、森
林基盤整備事業（1,500 億円の内数）を実施出
来ることとなっているものの、治山・林道には、
新政権が掲げる「コンクリートから人へ」の方
針により、極めて厳しい予算案となっている。
民有林森林土木優良工事等コンクールで県関係者が受賞
11 月 17 日に開催された日本林道協会通常
総会の席上、標記コンクールで下記の方々が表
彰されました。
栄えあるご受賞を心からお祝い申し上げると
ともに、ますますのご発展をご祈念申し上げます。
民有林治山工事コンクール
農林水産大臣賞

沢良木建設（株）

民有林治山木材使用工事コンクール
（社）日本治山治水協会長賞

西村

民有林林道工事コンクール
林野庁長官賞

忠浩

（株）晃立

民有林林道木材使用工事コンクール
日本林道協会長賞

遠山

正男

林道維持管理コンクール
日本林道協会長賞

北川村

1 月 28日 全国治山林道協会長会議（東京都）
29日 公益法人制度改革セミナー（東京都）
27～28日 21年度四国森林・林業研究発表会
（四国森林管理局）
2 月26日 山林協会役員会（共済会館）
4月1日～7月15日 小・中学生の作文募集（山林協会）

場
所
写真提供者
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石鎚山
永野 俊彦

