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ふれあいの森整備事業その他整備指針 

 

制定 平成２８年 ３月１８日  森－３２１５ 

改正 平成３０年 ３月３０日  森－３１８７ 

 

第１章 総則 

     

第１条 趣旨 

この指針は、森や木とのふれあい空間整備事業のうち、ふれあいの森整備事業にお

ける路網や各種施設等その他整備の指針に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

第２章 全体計画調査 

 

第２条 調査内容 

 １ 現地踏査 

   調査区域の自然的特性(地形・地質、林況・植生等)の概況を調査する。 

 ２ 自然的特性調査 

   調査区域及びその周辺の林況・植生・動植物、景観等配慮すべき自然環境を調査

する。 

 ３ 全体計画策定 

   各調査項目の調査結果を総合的に分析・検討し、調査区域における事業の全体計

画を策定する。森林整備を含めた計画であって構わないものとする。 

 

第３条 調査手法 

各調査項目の調査手法や精度等については特に定めず、明確な根拠のもとで任意と

して構わない。 

 

第４条 成果品 

提出する成果品は様式を定めない。調査結果及び参考とした資料等を添付する。 

また、必要に応じて調査結果を総合的に検討した計画説明書を作成する。 

 

 

第３章 調査、測量 
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第５条 予備調査及び現地踏査 

 １ 机上において、航空写真、5,000分の１の地形図、森林計画図等を利用し、森林

整備、路網や各種施設等その他整備について、考慮した結果として整備箇所をはじ

めとして配置等を図示する。 

 ２ １により図示した内容について、机上では判読のできない条件等（土質のほか、

湧水、転石等の有無、岩盤、小規模な崩壊地等の微地形等。）を現地において踏査

し、安全かつより効率的な整備ができないかどうか、さらには、より簡易で耐久性

の高い構造、規格として施設整備ができないかどうか、森林の有する公益的機能を

阻害することがないかどうかを判断の上、現地にて目印を付す。 

 ３ 現地踏査中に新たな事項が見出された場合は、仮の計画図にこだわらず、柔軟に

見直し、最も適切な配置等を採用するものとする。 

 ４ 現地踏査に当たっては、当該整備の計画箇所だけでなく、アクセス道や周辺の森

林等の状況も参考にするものとする。 

 ５ 路網整備に際しては針広混交林化事業路網整備指針にある調査、測量を準用し実

施するものとする。 

６ 予備調査及び現地踏査に当たっては、整備に際して必要な許認可の可否を調査す

るものとする。 

 

 

第４章 設計 

 

第６条 設計の種類 

 １ 整備に係る設計の種類は、次に掲げる事業主体が行う当初設計、変更設計、出来

高設計とし、原則として県が定める様式（表紙、事業費内訳書、明細書、代価表、

数量計算表等）に準じて作成する。 

 （１）当初設計は、実行事業費（請負額等）を決める基礎として作成するものである。 

 （２）変更設計は、実行事業費（請負額等）を変える基礎として作成するものである。 

   なお、変更設計を行う場合は、前号に掲げる当初設計との関係が明らかとなるよ

うに当初設計書の変更部分に赤書きするとともに、変更理由書を添付するものと

する。 

 （３）出来高設計は、完成検査による出来形の測定等に基づいて作成するものである。 

 ２ 当初設計書、変更設計書及び出来高設計書（以下あわせて「設計書」という。）

は、第７条及び第８条に規定する積算書及び設計図により構成する。 

 

第７条 積算書の構成及び作成 

 １ 積算書の構成 
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   補助対象とする事業費の構成は、次のとおりとする。 

 （１）直営施行の場合 

    直営施行とは、事業実施主体が自ら施行するものをいう。 

                        資材費      運搬費 

直接費      労務費      準備費 

              事業費                      機械経費     安全費 

                                      役務費 

間接費         共通仮設費          営繕費 

現場管理費         測量設計費 

社会保険料等 

 （２）請負施行の場合 

        請負施行とは、前号に規定する直営施行以外のものをいう。 

 

資材費 

                              直接工事費         労務費 

機械経費 

直接費                                        運搬費 

事 業 費                                  共通仮設費       準備費 

間接工事費         現場管理費       安全費 

社会保険料等     役務費 

営繕費 

消費税相当額 

 

 

 ２ 補助対象事業費の内容 

   補助対象とする事業費の内容は、次のとおりとする。 

 （１）直接費 

    直接費は、整備に直接必要な次に掲げる費用とする。 

   ア 資材費 

     事業の実行に直接必要な材料、燃料、消耗品等の購入費及びこれらの運賃等 

    の費用とする。 

   イ 労務費 

     事業の実行に直接必要な作業に係る労務賃金とする。 

   ウ 機械経費 

          事業の実行に必要な機械の使用に要する経費（資材費、労務費を除く。）と 

する。 

請 

負 

費 
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 （２）間接費 

    間接費は、共通仮設費、現場管理費及び社会保険料等とし、その内容は次のと 

おりとする。 

   ア 共通仮設費 

     共通仮設費は、次に掲げる費用とする。 

    (ｱ)運搬費 

      事業の実行に必要な機械器具、車両等の運搬及び現場内における移動に要 

する費用とする。 

    (ｲ)準備費 

      事業の実行に必要な準備及び後片付けに要する費用、丁張等に要する費用、 

伐開・除根・除草等に要する費用のうち直接費に含まれないものとする。 

    (ｳ)安全費 

      事業の実行に必要な交通管理等に要する費用、安全施設等に要する費用、 

安全衛生管理等に要する費用、安全対策等に要する費用とする。 

    (ｴ)役務費 

      土地の借上げ等に要する費用、電力、用水等の基本料金、その他必要な役 

     務等に要する費用とする。 

    (ｵ)営繕費 

      現場事務所等の営繕に要する費用、労働者宿舎の営繕に要する費用、倉庫 

及び材料保管場の営繕に要する費用、監督官事務所、監督官宿舎の営繕に要

する費用、火薬庫、火工品庫の営繕に要する費用、労働者の輸送に要する費

用、工事監督に必要な車両及び船艇に要する費用、前記に係る土地、建物の

借上げに要する費用、その他必要な営繕等に要する費用とする。 

   イ 現場管理費 

事業の実行に直接必要な作業が雇用労務により実施される場合の当該雇用

される労働者（当該作業の一部が個人（一人親方含等）の受託又は請負により

実施される場合の当該個人であって、実質的に当該作業の一部を委託し又は請

け負わせる者の管理・監督下に置かれる者（以下「個人受託者」という。）を

含む。以下「現場労働者」という。）の管理等のために必要な費用とし、次の

費用を含むものとする。 

    (ｱ)労務管理費 

      現場労働者に係る次の費用とする。 

     ａ募集及び解散に要する費用（赴任旅費及び解散手当を含む。） 

     ｂ慰安、娯楽及び厚生に要する費用 

     ｃ直接費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用 

     ｄ賃金以外の食事、通勤等に要する費用 
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     ｅ労災保険等による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 

    (ｲ)安全訓練等に要する費用 

      現場労働者の安全・衛生管理（安全訓練、安全大会、安全教育、災害対策

訓練等）に要する費用とする。 

    (ｳ)租税公課 

      固定資産税、自動車税及び軽自動車税等の租税公課（(1)のウの機械 経費

を構成する機械器具等損料に含まれる租税公課を除く。）とする。 

    (ｴ)保険料 

      自動車保険、工事保険、組立保険、請負業者賠償責任保険、労働者災 害総 

合保険、火災保険その他の損害保険の保険料（ウの社会保険料等に含まれる 

社会保険料及び(1)のウの機械経費を構成する機械器具等損料に含まれる保 

険料を除く。）とする。 

    (ｵ)従業員給料手当 

      現場従業員（現場労働者を管理・監督する者その他現場において間接的に 

     事業実行に従事する者をいう。以下同じ。）の給料、諸手当（危険手当、通 

     勤手当、火薬手当等）及び賞与（本店又は支店で経理される派遣会社役員等 

     の報酬及び運転手、世話役等で(1)のイの労務費に該当するものを除く。） 

    (ｶ)退職金 

      現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額（ウの社会保険料等  

     に含まれる退職金共済制度に基づく事業主負担額を除く。） 

    (ｷ)福利厚生費 

      現場従業員に係る慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文 

     化活動等に要する経費とする。 

    (ｸ)事務用品費 

        事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費とする。 

    (ｹ)通信交通費 

      通信費、交通費及び旅費とする。 

   ウ 社会保険料等 

     現場従業員及び現場労働者に係る労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び

厚生年金保険料のうち法定の事業主負担分（労災保険の特別加入制度に係る保

険料を含む。）並びに退職金共済制度（林業退職金共済制度（林退共）、建設

業退職金共済制度（建退共）、中小企業退職金共済制度（中退共))の掛金とす

る。 

 ３ 積算書の作成 

   積算書の作成にあたり、標準経費の算出は原則次のとおりとする。 

   ア 直接費は、森林整備保全事業設計積算要領(平成12年3月31日付け12林野計第
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138号林野庁長官通達。以下同じ。）及び森林整備保全事業標準歩掛(平成11

年4月1日付け11林野計第133号林野庁長官通達。以下同じ。）に基づき算出す

るものとする。また森林土木木製構造物暫定施工歩掛(平成11年4月5日付け11

－8林野庁指導部計画課長通知。以下同じ。）に基づき算出しても構わない。

これらの場合、適用する単価は、別に定める実施単価表によるものとし、これ

により難い場合は、建設物価、積算資料等の物価資料、数社の参考見積による

最低値等によるものとする。 

   イ 間接費は、森林保全事業設計精算要領に定められている率を標準とするが、

これにより難い場合は次のとおりとする。 

    (ｱ)共通仮設費は、直接費合計額の9.0％に相当する額以内とする。        

    (ｲ)現場管理費は、直接費と共通仮設費の合計の16％に相当する額以内とする。 

    (ｳ)社会保険料等は、直接費と共通仮設費の合計額の15.0%に相当する額以内と 

     する。 

 

第８条 設計図の構成及び作成 

 １ 設計図の構成 

   設計図の構成は、原則として次に掲げるとおりとする。ただし、設計図の内容が

これにより難い場合は、別に定めることができる。 

 （１）位置図 

 （２）平面図 

 （３）縦断面図 

 （４）横断面図 

 （５）構造図（展開図（詳細図）を含む） 

 （６）標準図 

 （７）数量表及び数量計算表 

 （８）材料表 

 ２ 設計図の作成 

設計図の作成は、原則として次に掲げるとおりとする。 

 （１）位置図 

   ア 位置図は、5,000分の１の地形図、森林計画図を使用する。 

   イ 既設路網や施設について、黒色実線で図示する。 

   ウ 整備する森林整備区域について赤色により周囲を囲み施業内容を記載する。 

   エ 整備する路網の線形について、赤色点線で図示する。 

   オ 整備する各種施設等整備箇所について青色各種任意記号により図示し、整備 

    内容を記載する。 

 （２）平面図 
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   ア 縮尺は500分の１のから1,000分の１とし、等高線の記入は要しない。 

   イ 位置図に記載した各種内容の詳細について再掲する。 

 （３）縦断面図 

   ア 路網整備実施の際等必要に応じて作成する。 

   イ 水平面に係る縮尺は平面図と同一、垂直面に係る縮尺は平面図の５倍を標準 

    とし、単位はｍ及び分（’）又は％とする。 

   ウ 測点及び測点番号、水平距離、延距離（水平追加距離）、地盤高、計画高、 

    勾配等を図示する。 

 （４）横断面図 

   ア 路網整備等実施の際等必要に応じて作成する。 

   イ 原則として土工標準図により作成する。 

   ウ 縮尺は100分の１又は200分の１のとし、単位はcmとする。 

   エ 路網整備等実施の際には、車道幅員、路肩幅員、路面工及び路盤工の構造、 

    規格、法勾配等を図示する。 

 （５）構造図 

   ア 路網整備や各種施設等整備実施の際必要に応じて作成する。 

   イ 縮尺は100分の１から500分の１とし、単位はcmとする。 

   ウ 構造の複雑な工作物等の場合、必要に応じて側面（断面）図、正面図、平面 

    図等を作成し、所要数値等を図示する。 

   エ 構造の複雑ではない工作物については、所要数値等を図示した構造標準図又 

    は施工上必要な寸法を一覧表として作成することができる。 

   オ その他、木製工作物の設計については、「森林整備保全事業標準歩掛の制定 

    について」（平成11年４月１日付け11林野計第133号。「治山林道必携」所収。）、 

    林道研究会編『木製林道構造物標準マニュアル』、林野庁監修『森林土木木製 

    構造物施工マニュアル』等を参考とするものとする。  

 （６）標準図 

   ア 路網整備や各種施設等整備実施の際必要に応じて作成する。 

   イ 縮尺は10分の１から100分の１とする。 

 （７）数量表及び数量計算表 

   ア 必要に応じて、数量表及び数量計算表を作成する。 

    数量計算表については、積算書のほか、第８条第1項に規定する設計図に記入 

    することができる。 

 （８）材料表 

    必要に応じて、材料表を作成する。 

 ３ 単位 

 （１）長さは次に掲げるとおりとする。 



8 
 

   ア メートル(ｍ)は、小数点以下２位を切り捨て１位止めとする。 

   イ センチメートル(cm)は、小数点以下２位を切り捨て１位止めとする。 

 （２）面積は、次に掲げるとおりとする。 

   ア ヘクタール(ha)は、小数点以下３位を切り捨て２位止めとする。 

   イ 平方メートル(㎡)は、小数点以下２位を切り捨て１位止めとする。 

 （３）体積は立方メートル(㎥)を単位とし、小数点以下２位を切り捨て１位止めとす 

   る。 

 （４）材積は立方メートル(㎥)を単位とし、数値に小数点以下第３位に満たない端数 

   があるときは小数点以下第４位を四捨五入し、材積が小数点以下第３位に満たず、 

   ４位が四捨五入できないときは５位を四捨五入して４位止めとする。 

 （５）重量はトン(ｔ)、キログラム(kg)、グラム(ｇ)を単位とし、小数点以下２位を 

   切り捨て１位止めとする。 

 （６）角度は度(°)を単位とし、小数点以下１位を切り捨て整数止めとする。 

 （７）率はパーセント(％)を単位とし、小数点以下１位を四捨五入し整数止めとする。 

 （８）束、本、枚、袋は単位以上とし、小数点以下１位を切り捨て整数止めとする。 

 ４ その他 

 （１）変更設計書に添付する図面は、当初設計の図面に、変更部分を赤色で記入した 

   ものとする。 

 

第５章 設計詳細 

 

第９条 設計の詳細 

 １ その他整備 

   路網整備をはじめ施設整備等整備種目は多岐にわたる。設計に際し準用すべき根

拠資料等を整備のうえ設計するものとする。 

 

 
附則 

   この指針は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

 


