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平成 27年度事業報告及び収支決算報告 
                        

Ⅰ 平成 27年度事業報告 
 

 林業の成長産業化と森林の多面的機能の向上を目指した国の政策が展開される中で、

森林資源の充実と公益的機能の発揮を図りながら、循環的に森林を利用していくため、

森林の現況、自然条件、地域のニーズ等を踏まえ、将来の望ましい森林の姿を目指し

整備・保全を進めることの必要性が高まっています。これに対応するためには、森林

技術の開発改良、森林技術者とくに現場技術者の育成が必要であり、森林技術コンサ

ルタントに対する期待は大きいものがあります。 

このため、森林技術コンサルタンツ協議会は、産官学が協働してこれらの諸課題の

解決に取り組むとともに、森林技術者の研修にも努めてきたところです。特に、公益

社団法人森林保全管理技術研究所との連携を強化するとともに、運営委員会に設置し

た専門部会の活動を活性化し、これら諸課題の情報収集、調査研究、新たな技術の体

系化、実用化を進めてまいりました。また、その成果をもとに、関係官庁の技術担当

部局との意見交換を行うことにより、諸制度の改善等へ寄与してきたところです。 

 主な事業項目と内容は下記のとおりです。 

 

１．総会・理事会等 

（1）総会 

１）通常総会 

開 催 日 平成 27年 5月 27日（水）15：30～17：00 

開催場所 日林協会館 3階大会議室 

議  題 第１号議案 平成 26年度事業報告及び収支決算報告 

第２号議案 役員選任 

第３号議案 その他 
 

（2）理事会 

１）第 1回理事会 

開 催 日 平成 27年 5月 27日（水）14：00～15：00 

開催場所 日林協会館 3階大会議室 

議  題 第 1号議案 平成 26年度事業報告及び収支決算報告 

第２号議案 役員選任 

第３号議案 運営委員会委員選出 

第４号議案 その他 
 

２）第 2回理事会 

開 催 日 平成 28年 3月 17日(木) 15:00～17:00 

開催場所 日林協会館４階中会議室 

議  題 第 1号議案 平成 28年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

第２号議案 その他 
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（3）運営委員会の開催 

 

○ 第一回運営委員会 

  開 催 日 平成 27年 11月 30日 

開催場所 森林技術コンサルタンツ協議会会議室 

議  題 

（１）専門委員会報告 

（２）今後の陳情対応について 

（３）森林技術コンサルタンツ協議会の入会状況（正会員、賛助会員）について 

（４）技術士二次試験受験講習会（第 5回）の実施計画（平成 28年 3月予定）（案） 

（５）森林技術者基礎研修（第 4回）の実施計画（平成 28年 4月予定）（案） 

（６）その他 

 

※上記のほか、必要に応じて適宜開催。 

 

 

２．事業報告 

（１）森林技術の調査研究を通じた技術開発・蓄積・普及・啓発の推進 

 １）（公社）森林保全・管理技術研究所との連携 

 森林保全・管理技術研究開発事業については、本年度は、後期五カ年計画に

基づき、次の研究開発等を行った。 

 

（ⅰ）研究開発課題 

①-1 治山施設の点検・補修等手法の開発 

①-2 地すべり対策技術の現状と今後のあり方 

②  高能率作業システムと森林基盤整備のあり方 

③  木材生産林における水土保全技術の確立 

④  里山における森林整備のあり方 

⑤  森林整備（治山、林道を含む）に関わる環境配慮の考え方 

⑥  森林調査等におけるレーザ計測（航空・地上）活用手法の開

発 

（ⅱ）森林保全・管理技術デジタル・アーカイブの作成 

（ⅲ）森林保全・管理技術の普及啓発 

 

２）専門部会の活動 

  ① 現地研修会 

平成 27年 5月 21日（木） 11：00～16：00 

・静岡県小山地区 民有林直轄治山事業現場。 

・スコリア地帯における治山事業施工地。 

・静岡森林管理署 現地説明。参加者 33名。踏査と意見交換。 

・参加者の技術コメントとりまとめ，静岡署へ参考意見提出（6/1）。 
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② 林野庁打合せ会議 

平成 27年 5月 25日（月） 10：00～11：30 

・コンサル協議会の要望に関する林野庁の回答と説明ほか。 

・林野庁会議室，参加者（10名） 

 

③ 治山林道事業に係る必要な調査項目の提案 

平成 27年 6月 16日（火）林野庁施工企画調整室からの要望受取り 

・意見要望を聴取（調査委員ほか），追加要望とりまとめ 

 

④ 専門部会・打合せ 

平成 27年 7月 22日（水） 15:30～17:00 

・必要な調査項目等の検討 

・その他 ・5名出席 

 

⑤ 専門部会・打合せ 

平成 27年 11月 9日（月） 15：30～17：00 

・森林技術情報検討会議の内容等 

・その他  ・6名出席 

 

⑥ 林野庁担当者との事前打合せ 

平成 27年 11月 20日（金） 10：30～11：20 林野庁会議室 

・森林技術情報検討会議の進め方等 2名参加 

 

⑦ 森林技術情報検討会議 

平成 27年 12月 4日（金） 15：00～17：00，日林協会館 4Ｆ会議室 

・林野庁担当者 6名、コンサル協議会 7名，計 13名出席 

 

⑧ 設計積算等の要望に関する林野庁説明会 

平成 28年 1月 21日（木） 15：00～17：00，林野庁計画課会議室 

・林野庁担当者 1名、コンサル協議会 6名，計 7名出席 
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（2）森林技術者の技術力の向上のための継続教育の推進 

 

 １）(一社)森林・自然環境技術者教育会及び(一社)森林保全・管理技術研究所が主催

する森林分野ＣＰＤ研修会を開催し、広報、資料作成、講師選任、参加者募集、

会場準備、研修会運営などを行った。 

  

 

 ① 森林技術者講習会(秋田) 

    日時：平成 27年 10月 16日 

    場所：秋田市：秋田拠点センター アルヴェ 

    講師・演題：田中 裕治「森林土木工事等における品質確保対策について」 

小松 順一「秋田・岩手集中豪雨による被害と今後の課題」 

大場 司「秋田の火山災害について」 

 

② 森林技術者研修会（名古屋） 

 日時：平成 27年 10月 30日 

 会場：名古屋市：ウインクあいち会議室 

 講師・演題：北澤 秋司「長野県西部地震から 30年 」 

江坂 文寿「最近における大規模災害の対応について 」 

奥谷 由行「橋梁の点検手法③」 

  

 ③ 森林技術者研修会（高知） 

  日時：平成 27年 11月 2日 

  会場：高知市：ふくし交流プラザ 高齢者能力開発室 

 講師・演題：日浦啓全「みどりは山を守るか？！」 

外崎真理雄「国産材需給と土木分野の役割」 

吉村典宏「土砂災害に対応する現場観察力強化のすすめ」 

 

④ 森林技術者講習会（新潟） 

 日時：平成 27年 11月 6日 

 会場：新潟市：ハミングプラザ VIP新潟 

 講師・演題：田中 賢治「災害に強い森づくりのポイント」  

梅田 亮一「トキの飼育繁殖と野生復帰」  

福岡 浩「新潟県の災害について」 
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２）森林部門技術士第二次試験受験講習会開催      

日 時 平成２8年３月 11日（金） 

会 場 日林協会館５階大会議室 

受講者 31名 

 講師・演題： 

奥谷 由行：①技術士制度 ②業務経歴票の書き方 

下山 晴平：①筆記試験問題の傾向と対策  

②技術士試験のための文章の書き方 

本山 芳裕：森林政策・森林技術の動向 

山田 清 ：私の受験対策 

柴田 直明：私の受験対策 

 

３）森林技術基礎研修 

 日 時 平成２７年４月１６日（木）～1７日（金） 

 場 所 日林協会館５階大会議室 

 受講者 ２６名 森林技術コンサルタンツ協議会会員の職員のうち、入社 5年程

度以内（または、森林技術コンサル業務経験 5年程度以内）   

 講師・カリュキュラム 

  大西 満信：治山技術基準の解説      

奥谷 由行：林道規程の解説    

鎌滝 晋 ：作業システムと路網計画    

弘中 義夫：技術者倫理、継続教育等   

小山 浩之：森林環境保全と森林土木  

 

（3）森林技術コンサルタンツ事業に携わる業界の社会的使命に関する宣伝、啓発、

指導及び助言 

 談合等の不法行為の排除や企業コンプライアンスの徹低により、適正な競争

環境を維持する努力を続けるが、ダンピング受注に伴う成果品の品質低下が顕

在化など、発注者や施工業者からの指摘をうけ、「倫理綱領」及び「職業倫理行

動規範」の徹底を図るなど、品質確保の取り組みを推進した。 

 

（4）政府及び公共団体等に対する意見の具申及び提言 

 日 時 平成 27年 10月 20日（火） 

 陳情先 林野庁国有林野部長 

 陳情者 小林会長他運営委員 

1）総合評価落札方式の導入や低入札価格調査制度等制定されたこと等につ 

いての謝辞  

2）予算確保についての要望 

3）森林技術コンサルタンツ協議会の専門部会の活動についての理解 

4）一般社団法人森林保全・管理技術研究所の活動についての理解 
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（５）広報活動の推進 

Ｅ-mail（同報メール）及び本会ホームページを活用して積極的な広報活動

を行った。 

 

（６）緑化啓蒙活動等の推進 

   山の日制定記念「水都おおさか森林の市 2015」に参加し、災害に対する森林

技術コンサルタントの果たす重要な役割等について、広く市民にＰＲを行った。 

  

日  時：平成 27年 10月 4日（日） 

 場  所：毛馬桜乃宮公園 

 参加会社：国土防災技術株式会社大阪支店 

株式会社森林調査設計事務所関西支店 

株式会社森林テクニクス大阪支店 

明治コンサルタント株式会社大阪支店 

㈱大町測量 

株式会社森林コンサルタント 

アジア航測株式会社大阪支店 

（一社）森林計画センター近畿中国支部 


