
准フォレスター研修後期３回目
研修初日(H24.10.1)

①
前期研修から約２ヵ月ぶりに、
皆さん元気に再会。そして後期
研修スタートです。

日々の多忙な業務の中、皆さん
後期研修に向けての準備など
お疲れ様です。

②
続いて林野庁の高井講師より、
前期研修をスライドで振り返りな
がら、そこで学んだことのポイン
トを思い出していきます。
前期研修を踏まえながら後期に
臨む為の頭の整理、そしてこれ
からの４日間に入っていくため
のアイドリングの時間と言えま
す。

③
続いてはプロセスマネージャー
の川嶋さんから、この２ヶ月間ど
うしてましたか？との問いかけ

④
後期はほとんどの時間がグ
ループ演習です。
前半に行う「森林資源循環利用うしてましたか？との問いかけ

に、この間の活動や後期研修に
向けた準備の話など、アイスブ
レイクも兼ねて班内で話し合い
共有します。

前半に行う「森林資源循環利用
構想策定演習」は、１０００ＨＡ
程度のまとまりをもった団地を
対象として、市町村森林整備計
画を念頭に、林業専用道の整
備並びに１０年間における間伐
実施計画を大局的に検討する
という内容です。

イントロダクションに続き、演習
のねらいと概要について高井講
師より説明します。

⑤
班ごとの作業に入り、まずはこ
の地域の森林整備を効果的に
進めていくために必要な林業専
用道の新設計画を大まかな線
形で考えていきます。

同時に検討する１０年間の間伐
実施計画も念頭に、効率的な材
の搬出や販売戦略も踏まえて
理想的な道の配置はどのような
ものか、全員が意見を出し合い
ながら考えていきます。

⑥
初日のカリキュラム終了後、課
外授業として高井講師より主に
高性能林業機械をテーマに「林
業現場はフロンティア！」と題し
た、ミニ講義が行われました。
ほかでは聞くことのできない最
新情報や生の情報に、受講生
の皆さんは興味深く聞きいって
いました。

初日、お疲れ様でした！
ながら考えていきます。



研修２日目(H24.10.2)

①
２日目の午前中は、初日に机上
検討を行った場所の現地確認
を行います。
約１０００ＨＡを細かく見て回るこ
とはかないませんが、主に既設
林道から各班が考えた新設路
線取り付け位置の地形条件を
確認したり、区域全体を大まか
に捉えて林業専用道の配置や
作業システムを再検討するた
め、山を見ながら考えようという
ねらいです。
出発前に、防蜂網の説明など
安全面の連絡事項並びに行程
や持ち物のアナウンスを行い、
バスに乗り込みます。

②
既設の林道上を歩きながら、自
分たちが考えた新設路線の分
岐箇所などを確認しています。
図面だけの情報では読み取れ
ない地形の状況を確認しつつ、
「ここで尾根に向かって上がれ
そうだ」「沢を渡るならこのへん
かな」などと相談しているところ
です。

クリノメーターを片手に、斜面の
傾斜を見たりしながら大まかに
地形をつかむことがポイントで
す。

③
木々の隙間から区域遠景の一
部を垣間見ることが出来ます。
もちろん全体を遠望出来るに越

④
現地から戻ると、実際に見てき
た状況を踏まえて林業専用道
の線形を見直していきます。

⑤
各班で検討された、林業専用道
新設と間伐実施計画案の図面
です。
色のついた間伐実施予定小班
の配置や間伐材をストックする
中間土場の位置を考慮して、材
の搬出と販売を見据えた効率
的な路網配置を目指します。

今回は、１０年間というスパンの
路網整備と間伐実施を計画し、
さらにその後も森林資源を循環

⑥
残すは、翌日３日目の午前中に
行う発表に向けて、パワーポイ
ント資料と図面の仕上げ作業で
す。
分かり易く、聞き手の理解を促
すインパクトのある資料作りに
皆さん真剣です。

限られた時間の中での作業は、
役割分担と効率的な時間の使
い方が重要であり、まとめあげ
ていく作業そのものが一つの訓

もちろん全体を遠望出来るに越
したことはないのですが、見え
ない部分は図面や周辺の地形
と照らし合わせて推測するしか
ありません。

（准）フォレスターには、要所を
おさえて林分状況や地形の特
徴を把握し、場合によっては図
面と部分的な現地確認だけでも
適切な判断が出来る能力も求
められます。
まさに“勘どころ”を身につける
ということにほかなりません。

の線形を見直していきます。
「ここは無理だったからこちらに
回そう」「この地形だと、車両系
の作業システムでいけるのでは
ないか」といった意見を出し合
い、班としての構想をまとめる
作業です。

作業中には高井講師をはじめ
関東森林管理局販売課の板
垣・松本講師等が各班を回りな
がら、アドバイスや質問に対す
る対応を随時行います。

さらにその後も森林資源を循環
的に活用するという観点から、
理想的な路網配置を考えること
を重視しました。

ていく作業そのものが一つの訓
練になります。



研修３日目(H24.10.3)

①
３日目は朝一からいよいよ発表
です。
「森林資源循環利用構想策定
演習」の総仕上げとして、各班
が考えた構想をこの地域の将
来にわたる森林林業ビジョンと
して提案します。

発表側はフォレスターチーム、
聞き手は地元市長と仮想して、
提案に対する理解と協力を求め
るためにプレゼンをするという
設定です。

前期に学んだプレゼンテーショ
ン技法が活かされます。

②
聞き手は、全員が市長になった
つもりで質問や意見を出し、発
表者はこれに応えます。

役になりきって行う“ロールプレ
イング形式”は、まるで実際の
説明会のような雰囲気となり、
今後の実務に役立ちそうです。

６班全ての発表を聞き質問を考
える中でも、他の班との違いや
別の視点に気付きくことで、新
たな知見を蓄えられるのではな
いでしょうか。

③
各班の発表後に講師及び研修
担当官からの講評を行います。

④
さあ、午後からは次のグループ
演習が待っています。

何のためにこの演習を行ったの
か、そして実際の准フォレスター
活動にどのように活かしていく
べきなのか、などについてこの
時間にしっかりと受講者皆さん
の腑に落としてもらうことが重要
です。

高田専門官・板垣講師・松本講
師・山本企画官・高井講師・川
嶋プロセスマネージャーによる
コメントの様子

今度は「市町村森林整備計画
演習」と題して、班編成を原則
的に県ごとの集まりに変え、各
班の代表者が準備してくれた各
担当地域の実物の計画書をも
とに演習を行います。

まずは、林野庁川村講師より演
習のねらいの説明のあと、題材
となる市町村森林整備計画をも
とに地域の実情や課題も含め
て班内で共有し、見直すべき点
を洗い出していきます。

⑤
この演習では、前期後期の研修
内容を市町村森林整備計画に
落とし込むという狙いがありま
す。

具体的には現行の計画を再検
討し、より実効性が高く、魂のこ
もった計画にするためにどこを
どう見直すべきかについて議論
します。

今回は作業の中ほどに、東京

⑥
この日は、前後期通じて沼田最
後の夜！
前期とは場所を変えて、意見交
換会を催しました。今回は座敷
でゆっくり。皆さん仕事や森林
林業の話にとどまらず熱い議論
を交わしていました。

この研修が終わってからも、同
じ釜の飯を食った仲間として、
何かで困ったときには組織や地
域を超えて相談し合うことので今回は作業の中ほどに、東京

大学の白石講師・森林総研の
田中講師から検討のポイント等
についてのコメントをいただきま
した。

域を超えて相談し合うことので
きる貴重な横のつながりが出来
たらならば本当に有意義なこと
だと思います。



④
研修最後のコマは前期後期全
てを振り返り、受講者各々がこ
の研修で何を学んだのか、これ

研修最終日(H24.10.4)

①
最終日の朝からは、発表です。
この演習の発表は、森林所有
者など地域の森林林業関係者
を対象とした地元説明会を想定
して行いました。

市町村森林整備計画の再検
討、見直し案についての考え
方、根拠などを説明します。

前半の演習とは違い各班（県）
ごとに題材が異なるため、地域
の特性や森林資源の状況、林
業を取り巻く背景にも多様な実
態があり、驚きや感心など皆さ
んの反応も様々です。

②
聞き手は、森林所有者や森林
組合職員、林業事業体社員、役
場の担当者など地域のステーク
ホルダーという想定です。今回
も役になりきって質問をします。

実務においても、質疑応答では
想定外の意見が出てくることは
往々にしてありますが、落ち着
いて対応できるようになるには
“場数を踏むこと”が何より大切
なようです。

③
この演習でも発表後には、関係
する講師陣一人ひとりから講評
を行います。 の研修で何を学んだのか、これ

から何をすればいいのかという
ことを、ふりかえりシートに記入
して確認し、班内で共有しまし
た。
足掛け９日間にわたる研修、色
んなことがありましたね。

引き続き「目指すフォレスター
像」について各人が考えるポイ
ントを出し合い、班内で話し合い
ました。

⑥
閉講式。
講師陣からの送る言葉、関東森
林管理局　池田計画部長より研
修のねぎらいと今後に向けた皆
さまへの期待を込めた熱いメッ
セージで締めくくりました。

これで、沼田にて行うブロック研
修は終了となり、今後は地域ご
とに分かれて行う通信研修と最
後に東京で集合研修を行い一
連の准フォレスター研修が完了

を行います。
従前の金太郎飴的な計画のあ
り方を、これからどう変えていけ
ばいいのか。実務的な確認の
ポイントや考慮すべき要素、大
切な着眼点などなど示唆に富ん
だ言葉が送られました。

関東局の武居・髙平講師、林野
庁の川村講師、東大の白石講
師、森林総研の田中講師による
コメントの様子

⑤
そして最後の共同作業として、班でまとめた「目指すフォレスター像」を一人Ａ４一枚のＫＰ法により、全員の前
で宣言します。この言葉たちが今後の活動のよりどころになるのではないでしょうか。

連の准フォレスター研修が完了
します。もう一息といったところ
ですが、まずは皆さん本当にお
疲れ様でした！


