
平成３０年度事業報告

活動の概要

平成30年度は、昨年２月の林土連定時総会で報告した事業計画に基づき、

（１）治山事業、森林整備事業等の林野公共予算の確保への取組

（２）九州北部豪雨災害及び熊本地震による山地災害の早期復旧と、東日

本大震災からの復旧・復興のための海岸防災林の再生と併せ、流木災

害防止等効果的な治山対策推進への貢献

（３）豪雨、火山噴火、地震等により多発する山地災害対応への協力

（４）林業の成長産業化の推進と、ＥＵ等との国際競争力を高めるために

必要な林道等の生産基盤整備への貢献

（５）林業土木分野での「働き方改革」の推進及び「発注事務の運用指針」

の徹底による担い手確保・育成への取組と、会員に対する技術的支援

への取組

（６）労働災害の防止、特に重大災害の絶滅への取組

（７）コンプライアンス活動への積極的な取組

の７点を重点事項と定め、地方協会や関係団体等と密接な連携の下で協会

活動を展開した。

Ⅰ 重点事項への取組

７点の重点事項については、平成30年度において、次の取組を行った。

１ 治山事業、森林整備事業等の林野公共予算の確保への取組

(1) 予算要請活動の概要

林土連は平成30年度も全国の林業土木協会と一体となり、組織を挙げて

平成30年度補正予算及び平成31年度当初予算の確保に向けて取り組んだ。

８月の概算要求段階では林土連３役が林野庁幹部に予算確保の要請を行

ったほか、概算決定直前の11月には林野公共関係団体の一般社団法人日本

治山治水協会及び一般社団法人全国森林土木建設業協会と連携し、各団体

代表が一緒に農林水産大臣、林野庁長官、財務省主計局長等に予算要請を

行った。林土連及び各林業土木協会は10月下旬から11月中旬にかけて支援

をいただく国会議員に対し、東京の議員会館、地元の事務所等において予



算の要請活動を展開した。要請した国会議員は47名にのぼった。

また、支援をいただく自由民主党の「森林整備・治山事業促進議員連盟」

の活動にも積極的に参加し、７月の「総会」には新谷会長が予算確保等へ

の支援を要請し、７月豪雨災害後に急遽開催された「緊急総会」には豪雨

災害の被災地を抱える大阪協会の泉会長が出席して早期復旧対応を要請し

た。また９月の林野公共予算確保を目的とした議員連盟の「緊急決起集会」

には全国から林業土木協会の会長等幹部が多数参加して業界の熱意を自由

民主党や国会議員の先生方に示した。

更に、10年ぶりに開催された予算確保と治山、林道事業の推進を訴える

治山治水協会主催の「治山・林道のつどい」にも東京近県の前橋、東京、

長野、大阪協会から21名の会員が出席して集会を盛り上げ、来賓として出

席した農林関係国会議員等に林野公共関係者の熱意と力を示した。

平成30年の林野公共予算確保の要請結果は、相次ぐ大規模自然災害の発

生を踏まえて政府が実施した「重要インフラ緊急点検」結果に基づく「防

災・減災、国土強靱化３か年緊急対策（３か年総事業費約７兆円）」が平

成30年度補正予算から開始されることや、本年10月に予定される消費税率

引き上げに備えて政府が平成31年度と翌年度の当初予算で講ずるとした

「臨時・特別な措置」に３か年緊急対策が位置づけられたことにより、林

野公共予算にも平成30年度補正予算で３か年緊急対策の初年分が措置さ

れ、平成31年度当初予算にも大幅な対策予算が措置されるところとなった。

林土連、各林業土木協会が求めてきた林野公共の大幅な増額予算措置が

実現した。

(2) 平成30年度補正予算の概要

平成30年度の補正予算は２回にわたり編成され、第１次補正予算は10月

24日に招集された臨時国会に提出され、11月７日に成立した。

第１次補正予算は主に「大阪北部地震」、「平成30年７月豪雨」や「北

海道胆振東部地震」など相次いで発生した自然災害の復旧などに充てる予

算が計上された。その中で、林野公共については災害復旧等事業に416億

円、治山ダムの設置や巨石・不安定土砂対策等を緊急に行う治山事業に52

億円が措置された。

また、第２次補正予算は12月21日に閣議決定されたが、その内容は第１

次補正予算で計上できなかった「台風24号等の災害への対応」予算のほか、

「重要インフラ緊急点検等を踏まえた防災・減災、国土強靱化のための緊

急対策」や「『総合的なＴＰＰ等関連政策大綱』に基づく施策の実施」に

係る予算が計上された。この中で林野公共については、治山施設等の緊急



対策として131億円、森林の緊急対策として41億円、台風24号等災害への

対応として治山事業で12億円、森林整備事業13億円が措置されたほか、Ｔ

ＰＰ等に係る木材製品の国際競争力確保の強化として森林整備事業の路網

整備等に128億円が措置されるとともに、災害復旧等事業に168億円が措置

された。

林野公共に係る平成30年度補正予算は、第１次、第２次を合わせると、

治山事業で195億円、森林整備事業で182億円、災害復旧等事業で584億円、

総額961億円が措置されるところとなった。

(3) 平成31年度当初予算の概要

平成31年度の当初予算は平成30年12月21日に閣議決定されたが、その特

徴は、消費税率の引き上げによる経済への影響に備える「臨時・特別措置」

に「重要インフラ緊急点検等を踏まえた防災・減災、国土強靱化のための

緊急対策」が充てられ、「防災・減災、国土強靱化３か年緊急対策」の２

年目予算が計上されたことである。

林野公共に係る「臨時・特別な措置」には、治山施設の緊急対策に250

億円、森林の緊急対策に192億円、合計441億円が措置され、これを含めた

林野一般公共の当初予算は治山事業で856億円（前年度597億円）、森林整

備事業で1,413億円（前年度1,203億円）となり、合計で2,296億円（前年

度1,800億円）となった。

治山事業は対前年度比143％の大幅な伸び率となり、予算額の856億円は

民主党政権前の平成21年度当初予算の８割まで回復した姿となり、平成30

年度の補正予算を加えると１千億円を超え、ほぼ平成20年度の当初予算に

匹敵する予算規模となった。

なお、林野庁は「重要インフラ緊急点検」として山地災害危険地区等の

治山施設や森林（林道を含む）、南海トラフ地震防災対策推進地域等の海

岸防災林について点検を行い、この結果に基づき、「国土強靱化緊急森林

対策」と銘打ち、2020年度までに「治山施設の設置等約600箇所」、「流木

補足式治山ダムの設置等約700箇所」、「森林造成や間伐等の森林整備約2,

000箇所」、「林道改良整備約300箇所」、「海岸防災林の整備約50Km」を実

施することとしている。

２ 九州北部豪雨災害及び熊本地震による山地災害の早期復旧と、東日本

大震災からの復旧・復興のための海岸防災林の造成と併せ、流木災害防

止等効果的な治山対策推進への貢献



(1) 九州北部豪雨及び熊本地震による山地災害早期復旧への貢献

一昨年発生した流木災害が記憶に新しい「九州北部豪雨災害」の復旧に

ついては、福岡県朝倉市を中心に、九州森林管理局によって平成29年度の

補正予算による直轄治山災害関連緊急事業の工事発注とともに、平成30年

度の民有林直轄治山事業での復旧工事発注に向けた準備が進められてい

る。被災した現地は熊本協会の会員が極めて少ない地域であり、かつ森林

以外の被害地の復旧工事も他官庁により数多く発注され事業実行が危ぶま

れる中、地元熊本協会が実行体制の確保に向けて努力を続け、福岡県内は

もちろん、鹿児島、宮崎、熊本など九州各県の会員が工事を受注し、復旧

に協力する状況となっている。民有林直轄治山事業はこれから本格化する

ところであり、引き続き熊本協会の奮闘と会員の協力をお願いするところ

である。

また、３年前に発生した熊本地震による山地災害については、国が阿蘇

地域の17地区を特定して直轄で災害復旧工事を行うこととし、九州森林管

理局が17地区20箇所の工事発注を既に終えたところである。この工事につ

いては、熊本協会の会員が県域を越えオール九州の体制で取り組んでおり、

12月末時点で12箇所の工事が終了し、残り８箇所の工事についても順調に

工事が進められているところである。

(2) 東日本大震災からの復旧・復興への貢献

平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」からの復旧・復興につい

ては、震災から７年目を迎え、関東森林管理局が行う福島県沿岸国有林の

海岸防災林の造成工事はほぼ終了し、東北森林管理局関係の宮城、岩手両

県の海岸防災林の造成工事が引き続き進められている。平成30年度も前年

とほぼ同程度の林野関係復興予算が計上され、海岸防災林の造成工事の発

注等が進められており、青森協会の会員企業等が積極的に受注するなど、

被災地の復興に貢献している。

(3) 流木災害防止等効果的な治山対策推進への貢献

平成29年２月１日に成立した平成29年度の補正予算に計上された「流木

災害」の防止対策については、国有林は崩壊地や流木の発生源として位置

づけられ、山腹工やスリットダムの設置など総合的な治山対策として事業

が進められており、森林管理局の発注する治山工事に対しては、会員企業

が積極的に受注し、防災・減災対策に貢献している。



３ 豪雨、火山噴火、地震等により多発する山地災害への対応

(1) 平成30年の豪雨災害の概要

平成30年も大規模自然災害の発生が相次ぐ年となった。特に豪雨による

災害は、５月に前線の停滞で秋田県を中心とした東北北部に大雨が降り、

土砂崩れ、河川の氾濫を起こし、また7月上旬には梅雨がないと言われる

北海道に梅雨前線が停滞して豪雨となり、旭川市など北海道北部に河川の

氾濫や山地災害も発生させ、西日本でも「平成30年７月豪雨」と名付けら

れた記録的な豪雨があり、九州、四国、中国、近畿、東海地方など広域に

甚大な被害を発生させた。８月には熱帯低気圧となった台風の影響などで

山形県にも豪雨があり山地災害を発生させ、９月上旬には台風21号が記録

的な高潮と暴風を伴い大阪周辺に上陸して空港等の重要インフラに大きな

被害を発生させ、林野関係でも甚大な風倒木被害と豪雨による多くの林道

施設災害を発生させた。更に９月下旬から10月上旬にかけて日本列島を駆

け抜けた台風24号は、猛烈な雨を降らせ、沖縄から北海道まで各地に甚大

な林地荒廃と林道施設等の災害を発生させた。

(2) 平成30年の地震災害の概要

また、平成30年は大きな地震も発生した。６月18日朝に最大震度６弱の

「大阪北部地震」が発生し、住宅等に大きな被害を出し、９月６日未明に

は最大震度７の「北海道胆振東部地震」が発生し、大規模な山崩れにより

多くの住民が犠牲となり、住宅、農地、山林にも大規模な被害を発生させ

た。この地震では北海道全域が停電となる「ブラックアウト」と呼ばれる

現象も引き起こした。

(3) 「国有林防災ボランティア協定」等に基づく協力

これら相次ぐ大規模災害の発生に際し、林土連会員は地域の建設業界の

一員として災害直後の人命救助、インフラの応急復旧、二次災害の防止等

に国や地元自治体の要請を受け出動するとともに、その後の災害復旧にも

真剣に取り組んだ。特に国有林の山地災害に関しては各森林管理局長と各

林業土木協会長が交わした「国有林防災ボランティア協定」に基づき、専

門的知見と機動力を活かし、被災地の早期発見に協力した。

今後、被災地の早期復旧に向けて、各森林管理局から被災国有林等の災

害復旧工事の発注が始まるが、関係する林業土木協会会員の協力なくして

復旧はならず、復旧に向けた関係林業土木協会の特段の協力が必要となる。



(4) 平成30年度発生の大規模災害復旧等への対応

平成30年に相次いで発生した大規模災害の中でも「平成30年度７月豪雨」

と名付けられた豪雨災害では、広島県で多くの地域で土石流などが発生し

て住宅地を襲い、多くの犠牲者を出した。広島県では被災地の早期復旧の

ため、広島県知事が林野庁に「東広島市」の民有林災害について国直轄で

の災害復旧を要請した。これを受けて林野庁では平成30年度補正予算で民

有林直轄治山災害関連緊急事業を実施するとともに、平成31年度からは「民

有林直轄治山事業」を導入することを決定した。

民有林だけでなく、兵庫、岡山、広島などの国有林でも林地荒廃、林道

施設災害などが多数発生しており、これらの災害復旧に向けて地元大阪協

会会員に対しては、復旧工事への取組に大きな期待が寄せられている。現

地の状況は林地以外の復旧工事も多く、人手不足、機械・トラックの調達

も難しくなっている状況の中で、今後の事業実施体制をどのように構築し

て行くかが大きな課題となっている。大阪協会の奮闘と会員の皆さんの協

力をお願いするところである。

４ 林業の成長産業化等を推進する林道等路網整備への貢献

成熟した人工林資源を活用した林業の成長産業化を実現するためには木

材の安定供給に必要な林道等の路網整備が不可欠である。併せて、国内の

林業生産基盤をＥＵ諸国並に引き上げ、外国との競争力を高める必要性が

急速に高まっており、特に、林道などの生産基盤の充実・強化が国内対策

として求められている。

平成30年度の森林管理局発注の林業専用道新設工事や、林道改良工事等

については、ゼロ国による早期発注など発注者側の努力もあり、会員によ

る受注は概ね順調に行われた。

しかし、一部地域においては発注時期が６月以降となって他省庁等の工

事発注時期と重なり、手持ち工事や要員配置の関係などで会員が受注に協

力したくてもできない状況も見られた。林道工事を確実に実施するために

は、早期発注を原則とし、地域の建設業の実態や、他の災害復旧等の業務

量など周辺環境にも目配り、先を見据えた発注時期の設定が発注者側にも

求められるところである。

なお、国庫債務負担行為制度を使った複数年度の林道工事発注が平成30

年度から始まっており、受注した会員からは概ね評価する声があるが、林

土連では今後、受注した会員からその評価を確認することとしている。



５「働き方改革」の推進及び「発注事務の運用指針」の徹底と会員企業へ

の技術的支援

(1) 林業土木分野の「働き方改革」の推進

平成29年６月に「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的

な計画」が閣議決定され、この計画の中で、建設工事従事者の処遇の改善

及び地位の向上を図るための施策として、適切な工期の設定、週休２日の

推進等休日の確保など「働き方改革」を推進することとされた。このため、

林野庁も森林土木工事において、工事従事者の労働環境を改善することに

より担い手の育成・確保を推進する観点から、週休２日を促進する工事を

試行することとし、平成30年３月30日付けで森林管理局に指示を出した。

平成29年度補正予算以降のすべての森林土木工事を試行の対象とし、工事

の性格、地域の実情、自然条件等により週休２日の確保が困難なものは対

象外とした。

設計図書等において週休２日相当の現場閉所を促進する工事であること

を明示した上で、受注者が取り組みを実施した場合は工事成績評定で加点

評価することとし、実施にあった工期への変更、間接工事費の補正等の促

進策も用意された。また、実施できなかったことを理由に減点措置等のペ

ナルティーは行わないこととした。

林野庁は、試行工事に取り組んだ受注者にアンケート調査を行い、その

結果を踏まえ、今後の受注への適正な工期設定の参考資料として活用する

こととしている。

「働き方改革」の推進は、担い手の確保が厳しい地方建設業関係者にと

っては重い課題であるが、真剣に取り組むべき課題でもあるとの認識の下、

林野庁と連携して林業土木分野での取り組みを推進して行く考えである。

(2) 「発注事務の運用指針」の徹底等

「改正品確法」に基づく国の「発注事務に関する運用指針」が平成27年

４月に出されて３年が経過し、発注者である林野庁もこの指針の徹底に向

けて取り組んでいる。しかし、林野公共工事を受注した現場からは、依然

として運用指針に定める「適正な利潤」の確保が難しいとの声が聞こえる。

このため、林土連では平成29年に各林業土木協会と会員の協力を得て、会

員が受注した治山工事及び林業専用道新設工事を対象に「受注モニタリン

グ調査」を実施した。発注図書の内容と受注した工事の施工実態を比較す

ることにより、林野公共工事が抱える固有の問題点・改善点を把握し、適

正な利潤確保の観点から発注者である林野庁に改善要望を行うことを目的

として実施したものである。



本調査については、会員から治山工事で10件、林業専用道工事で13件の

報告をいただき、林土連では平成30年６月20日に「受注モニタリング調査

結果検討会」を開催し、報告内容の分析と、林野庁への改善要望等の内容

を取りまとめた。

取りまとめに当たっては、

１ 林野庁から森林管理局に更に指導の徹底をお願いしたい事項

２ 歩掛等の改正に向けて検討をお願いしたい事項

に分けて取りまとめ、平成30年９月21日に林野庁に改善要望書を提出した。

なお、本モニタリング調査の現地調査で会員から要請された「国産材コ

ンクリート型枠用合板」の品質の改善については、全国的な調査を行い、

その結果に基づき、平成30年１月に林野庁へ改善要望書を提出した。

(3) 林土連主催「技術担当者連絡協議会」の開催

11月７日林土連は東京の日本教育会館において「技術担当者連絡協議会」

を開催した。各協会から担当者39名が参加し、木下 修林土連技術・安全

委員長の挨拶の後、各協会から事前に提出された治山、林道工事等におけ

る改善事項等について、林野庁から出席いただいた担当官との間で現場実

態を踏まえた活発な意見交換を行った。

今回は、林土連から林野庁に提出してある「受注モニタリング調査」結

果に基づく要望事項についても協議の対象とし、これに対する林野庁の見

解に対しても白熱した意見交換が行われた。

林野庁担当官からは森林管理局への指導の徹底と、改善要望事項につい

ては更に真剣に検討したいとの意見が述べられた。

林土連では、林野公共工事を企業経営者にとって「魅力のあるもの」と

するべく、「適正な利潤の確保」と「効率的な工事」をテーマに引き続き

受注環境の改善に取り組むこととしている。

(4) 「林土連技術現地研修会」の開催

平成30年度の「林土連技術現地研修会」は旭川協会の全面的な協力をい

ただき、全国から144名が参加して、9月26日～27日の両日、旭川市及び美

瑛町の十勝岳周辺において開催した。

１日目の室内研修は、旭川市内のホテルで北海道森林管理局の新島俊哉

局長ほか局幹部のご出席をいただき開催した。冒頭ご挨拶をいただいた新

島局長からは、「北海道胆振東部地震」の後に道内で予定された各種行事

が相次いで取り止めとなる中で、林土連の研修会が計画どおり実施された

ことへの御礼と、災害が相次ぐ中での国土保全上の森林整備、治山事業の



重要性について、更に森林土木事業と林業土木技術継承の重要性などにつ

いて、熱意のこもったご挨拶をいただいた。また、河野裕之森林整備部長

から「北海道森林管理局の事業概要」と題して、500万ｈａを超える広大

な国有林を管理経営する北海道森林管理局の主要な取組事項について説明

をいただき、次いで、石橋岳志計画保全部長から「十勝岳の治山事業、平

成30年北海道胆振東部地震への対応」と題して、９月６日未明に発生した

胆振東部地震への初期対応や、活火山の十勝岳を含む北海道森林管理局管

内の治山事業について説明をいただいた。

夜の研修交流会には旭川市の西川将人市長がお越しになり、旭川市内で

の研修会開催に御礼と、歓迎のご挨拶をいただいた。

２日目の現地研修は十勝岳の裾野で行われ、十勝岳が噴火した際に発生

が予想される火山泥流から下流の保全対象を守るために設置が進められて

いる「導流堤」を見学した。現在も工事が行われている現場で、中澤文彦

上川中部森林管理署長から導流堤の目的や工事方法などについて詳しく説

明をいただき、その後、森林管理署の治山担当官や施工業者の現場代理人

から工事施工上の留意点等を伺った。

10年ぶりに北海道で開催された研修会は参加者に大変好評であり、研修

会開催に協力いただいた旭川協会、並びにご指導いただいた北海道森林管

理局に感謝を申し上げる。

６ 労働災害の防止、特に重大災害の絶滅への取組

労働災害の防止に関しては、会員の労働安全への取組強化より森林管理

局から受注した工事において、２年間会員による重大災害発生ゼロを続け

て来ており、平成30年度も１年間重大災害の発生をゼロとすることができ

た。３年間重大災害発生ゼロは画期的な成果であり、会員各位に御礼を申

し上げるところである。平成31年度も労働安全への取組強化を継続し、森

林管理局受注工事での重大災害発生ゼロに取り組むこととしている。

(1) 「林土連技術・安全委員会」の開催

林土連では、４月19日に新たに技術・安全委員長を委嘱した木下 修委

員長（長野協会会長）の下で、「林土連技術・安全委員会」を開催した。

当日は林野庁から森林土木担当企画官、安全衛生担当企画官に出席してい

ただき、林野庁が取り組む平成30年度の新たな施策や、労働安全について

指導をいただく中で、平成30年度の林土連の技術・安全対策の進め方（事

業計画）を審議し、決定した。

決定された事業計画に基づき、５月下旬に発行した林土連会報で「労働



安全対策」の特集を組み、労働安全の確保を会員に呼びかけるとともに、

７月の全国労働安全週間に当たっては、各協会にポスターの配布を行い、

７月10日～11日には林土連と大阪協会が合同で石川県内で会員が受注した

治山工事現場において、安全パトロールを実施した。

(2) 「労働災害防止研修会」の開催

更に、11月7日に全国から会員39名が参加した「林土連技術担当者連絡

協議会」において、林野庁担当官から労働安全対策の指導をいただき、翌

日８日には46名の会員が参加して「林土連労働災害防止研修会」を開催し

た。林土連の三谷技術部長が講師を務め、林土連会員に多い重機による災

害防止に向け「バックホウを用いた作業の安全確保」について学んだ。

７ コンプライアンス活動への積極的な取組

平成26年７月に林土連に「コンプライアンス委員会」を設置して取り組

んできたコンプライアンス活動も５年目を迎えた。公共工事を受注する会

員のコンプライアンス意識の向上に向け、平成30年度も外部講師を招いて

の講習会を開催したほか、各協会の行うコンプライアンス活動を支援し、

発注者との信頼関係の醸成に努めた。また、各協会が実施した社会貢献活

動について、林土連のホームページや冊子で紹介するなど、社会貢献に取

り組む各協会の姿を外部に発信した。

(1) 林土連コンプライアンス委員会の開催

平成30年１月と９月の２回、林土連コンプライアンス委員会を開催した。

１月29日開催の委員会では、林土連と各協会が実施した平成29年度のコン

プライアンス活動が報告されたほか、平成30年度の事業計画が決定された。

活動報告と事業計画は、同日開催された林土連理事会に報告され、了承さ

れた。９月６日に開催された委員会では、平成30年度前半の活動が報告さ

れたほか、11月に開催する林土連主催の「コンプライアンス講習会」の開

催内容を決定した。

(2) 「コンプライアンス講習会」の開催

11月8日に日本教育会館において、林土連主催「コンプライアンス講習

会」を開催した。講習会には各協会でコンプライアンス活動を担当するコ

ンプライアンス委員等46名が参加した。新たに林土連コンプライアンス委

員長に就任した堀川隆志委員長の開催挨拶の後、菊池委員から５年目を迎

えたコンプライアンス活動の進め方について説明があり、その後、外部講



師としてお招きした公正取引委員会相談指導室の児玉貴士係長から、「公

正かつ自由な競争の確保～不当な取引制限（価格カルテルと入札談合）の

未然防止～」と題して、独占禁止法が禁じる談合など４類型の禁止行為に

ついて詳しくご教示をいただいた。

(3) 各協会実施の社会貢献活動に関する積極的な情報発信

林土連では、各協会が平成29年度実施した「社会貢献活動」を１冊の本

に取りまとめ、２月に林野庁、森林管理局等関係機関に配布した。

社会貢献活動等の積極的な情報発信については、林土連のホームページ

を積極的に活用することとしており、各協会から報告のあった社会貢献活

動を随時掲載した。

また、内閣府が実施した「ぼうさいこくたい2018」の会場において、各

協会が実施した「国有林防災ボランティア活動」の代表的な活動状況をパ

ネルにして展示したほか、昨年に引き続き「治山研究発表会」の会場でも

国有林防災ボランティア活動のパネルを展示し、会場来訪者に林業土木協

会の防災活動への取り組みを紹介した。

(4) 林土連コンプライアンス委員の交代

林土連コンプライアンス委員会の委員は、規約で２年間の任期となって

おり、平成30年７月までが任期となっていたことから、８月に新谷会長か

らコンプライアンス委員の委嘱を行った。新委員長は林土連の堀川隆志副

会長（秋田協会会長）にお願いし、委員は坂田憲正理事（札幌協会会長）、

田中 進理事（青森協会会長）、山下政司理事（高知協会会長）、菊池博

輝専務理事に委嘱した。

Ⅱ 各種事業への取組

以上の重点事項への取組のほか、次の各種事業に取り組んだ。

１ 積算ソフト開発・普及事業

(1) 「積算ソフト検討部会」の開催

平成30年４月16日に積算ソフト検討部会（部会長：渡辺敏明函館協会会

長）を開催し、平成30年度をもって廃止することが決定された「積算ソフ

ト」について、「廃止を踏まえた会員へのフォローアップ対策について」

議論した。その結果、積算ソフトの廃止については、これまで理事会や定

時総会で説明してきているが、平成31年になって混乱が起きないよう、更



に丁寧な周知を行っていくことなどを決定した。

この決定に基づき、５月20日発行の林土連会報に「会員の皆様へのお知

らせ」のページを作り、「林土連の積算ソフトの今後の取扱いについて」

とする記事を掲載した。また、平成29年実施の積算ソフトに関するアンケ

ートで林土連の積算ソフトを主に使っていると答えた会員に対して、個別

にお知らせの文書を送付したほか、関係の協会事務局へも周知等の協力を

求めた。

(2) 「積算ソフト指導者研修会」の開催

積算ソフトの指導者研修会を東京会場と札幌会場の２箇所で開催した。

東京会場での研修会は、５月９日東京永田町ビルで講師に「日本森林林業

振興会 前長野支部長 森田榮一氏」をお招きし、青森以南の各協会指導

者23名が参加して開催された。札幌会場の研修会では、同じく森田氏を講

師に、北海道地域の指導者16名が参加して開催された。

２ 「森林分野ＣＰＤ」への取組と推進

林土連は技術者の養成と技術の向上を図るため、一般社団法人 森林・

環境技術者教育会（JAFEE）の団体会員として、会員に対しCPD会員への加

入促進を図るとともに、各林業土木協会の行う研修会等がJAFEE認定プロ

グラムとなるよう協力した。

また、平成30年度はJAFEE主催のCPD研修会に札幌協会、大阪協会が協力

した。

３ 調査研究及び資料の収集

(1) 「林業土木・木製構造物の経年変化に関する調査研究」の実施

林土連では、平成23年から「林業土木・木製構造物の経年変化に関する

調査研究」事業を実施している。

本調査は、林業土木分野での木材利用の促進を目的に、治山施設等に設

置された木製構造物について、部材、機能等の経年変化を調査するもので、

各協会の協力を得て、平成23年～平成27年までの５年間に全国で115箇所

について第１回目の調査を実施した。

平成28年からは１回目の調査箇所において２回目の調査を実施し、経年

変化を調べており、平成30年度に実施した調査結果は現在取りまとめ中で

ある。なお、本調査に各地の大学などが関心を持ち、現地調査に同行する

ところも現れてきている。



(2) 治山研究発表会等への参加

中央で実施される治山研究発表会や林道研究発表会に参加し、発表を傍

聴するとともに、治山研究発表会場において「国有林防災ボランティア」

活動の紹介パネルなどを展示した。

(3) 各協会への資料提供

その他、国が進める新たな施策などについて、資料収集を行い各協会事

務局に提供した。

４ 平成30年度表彰の実施

劣悪な条件下で林業土木事業に取り組み、技術の向上、経営基盤の強化

等に尽力した者に対する林野庁長官表彰（感謝状）と、林土連会長表彰の

授与式を、平成30年２月21日の林土連定時総会後に林野庁の沖長官をお招

きし開催した。平成30年度は林野庁長官表彰は14名、林土連会長表彰は22

名が受賞した。併せて、林野庁が実施した治山・林道工事コンクールの受

賞報告会も開催した。

なお、12月４日の理事会において、平成31年度の林野庁長官表彰（感謝

状）の候補者の推薦と、林土連会長表彰者21名を決定した。

５ 普及、啓発及び広報活動

林土連では、平成30年度は５回の「林土連会報」を発行し、林土連の主

な行事の紹介や、技術の向上、労働災害の防止等の記事を掲載し、会員の

ほか、関係省庁（国会図書館含む。）、国会、林政記者クラブ、関係団体

等へ広く配布した。

また、林土連ホームページを活用し、労働安全活動、コンプライアンス

活動などの取組を積極的に情報発信した。

６ 会員の連絡、連携、交流

平成30年２月21日に開催された「林土連定時総会」には全国の協会から

約200名の参加があり、活発な交流が行われた。また、9月26日～27日にか

けて旭川協会管内で開催された「林土連技術現地研修会」には約140名の

会員が参加して交流が図られた。そのほか、「技術担当者連絡協議会」や

「コンプライアンス講習会」にも全国から多くの会員の参加があり、連携、

交流が図られた。

なお、平成30年度も「林土連会員名簿」を作成し、各協会を通じて会員

に配布した。



７ 関係団体との連携、協力等について

他の林野公共関係団体との連携、協力により、予算確保を含め治山事業、

森林整備事業（林道事業）の推進に務めたほか、中央林業団体の一員とし

て、緑の募金や「林業活性化地方議員連盟」等の活動が円滑に行われるよ

う協力した。

Ⅲ 各種会議等の開催

１ 林土連定時総会及び関連行事の開催

平成30年２月21日（水）に東京都千代田区の「ルポール麹町」に全国か

ら会員約200名の出席を得て、平成30年度林土連定時総会と林野庁長官感

謝状等の授与式を開催した。

総会には林野庁から本郷浩二国有林野部長、中央団体からは前田直登日

本林業協会会長をお招きし、また国会議員からは山口俊一自由民主党森林

整備・治山事業促進議員連盟会長と進藤金日子参議院議員（秘書代理出席）

をお招きして開催した。

総会後の林野庁長官感謝状等の授与式には、沖 修司林野庁長官が出席

され、沖長官から長官感謝状が授与された。また、渡邉勇雄会長から林土

連会長賞が授与された。

総会後の懇親会には、主賓として齋藤 健農林水産大臣に出席していた

だきご挨拶をいただいた。林野庁からも多くの幹部が来賓として出席され、

また林土連、各協会が日頃お世話になっている農林関係、「森林整備・治

山事業促進議員連盟」の国会議員、総勢23名の先生方が来賓としてお見え

になり、各先生からご挨拶をいただいた。このほか８名の国会議員秘書の

代理出席があり、懇親会は盛会裡に開催することができた。

なお、感謝状等授与式に併せ、林野庁主催の治山・林道工事コンクール

の受賞者報告会も行われ、林土連関係者では、治山工事で農林水産大臣賞

１社、林野庁長官賞14社が受賞し、林道工事では農林水産大臣賞１社、林

野庁長官賞11社が受賞したことが報告され、それぞれの受賞者が紹介され

た。

２ 理事会の開催

平成30年度は、林土連理事会を４回開催した。

① 第１回理事会は、１月29日（月）に日本海運会館において開催し、定



時総会に付議する事項等を決定するとともに、平成31年の秋に開催される

「林土連技術現地研修会」の会場を秋田協会の協力をいただき、同協会管

内で開催することを決定した。

② 第２回理事会は２月21日（水）の林土連定時総会直後に開催し、総会

での役員改選で新たに選任された理事、監事の出席の下、定款に基づき、

三役の選任を行った。新三役には会長に新谷理事（旭川協会会長）が選任

され、副会長には堀川理事（秋田協会会長）、小野理事（東京協会会長）、

山本理事（熊本協会会長）の３名が選任された。また専務理事は引き続き

菊池理事を選任した。併せて、副会長について定款に定める会長の職務代

行の順位について協議し、最上位者を小野副会長と決定した。

③ 第３回理事会は、９月６日(木）に開催し、年度前半の林土連の活動

報告を行うとともに、旭川協会管内で実施する林土連技術現地研修会の内

容を決定した。

④ 第４回理事会は、12月４日（火）に開催し、平成31年度の事業計画及

び収支予算案を決定したほか、林野庁長官表彰（感謝状）受賞候補者の推

薦、林土連会長表彰者の決定、林土連創立60周年記念事業の行事内容等を

決定した。

３ 三役会議の開催

林土連の三役会議は、理事会付議事項の確認などのため、原則理事会に

併せて開催しており、平成30年度は４回開催した。平成30年度は７月27日

付けで林野庁幹部の交代があったことから、理事会開催日でない８月３日

（金）にも三役会議を開催し、協会を取り巻く諸情勢の確認や、９月理事

会提出議題等について検討を行った後、林野庁を訪ね牧元幸司林野庁長官、

小坂善太郎国有林野部長等新幹部にご挨拶をし、併せて来年度予算確保の

要請を行った。

４ 監事会の開催

林土連の平成29年度事業実行と収支決算について監査を行っていただく

ため、１月24日（水）に永田町ビル会議室において監事会を開催した。当

日は、河津市元監事（東京協会副会長）と水本 豪監事（長野協会副会長）

に出席をいただき監査を実施した。



Ⅳ その他重要事項

１ 渡邉前会長の「顧問」任命について

９年間にわたって林土連を率いてこられた渡邉勇雄前会長を４月１日付

けで林土連の「顧問」に任命した。

渡邉顧問は、一般社団法人全国建設産業団体連合会会長など中央建設業

団体でもご活躍中であり、林土連の重要事項について会長の諮問に応じて

ご意見をいただくこととしている。

２ その他

その他、平成30年度の主な会議等は、別紙（参考）のとおりである。


