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オール秋田で林業県･秋田を支える若い人材を養成！
　秋田林業大学校では、１
年目は基礎的な知識と技
術、林業機械の操作方法を
学び、各種資格を取得、２年
目は専門的な知識と技術、
林業機械を使った総合演
習、経営マネジメントを学
び実践力を習得させ、将来
の林業を担う若い技術者を
養成します。
　県内の林業・木材産業等に精
通した18の企業及び団体で構
成された「研修サポートチー
ム」が、講師派遣や研修フィー
ルドの提供、インターンシッ
プの受入などを万全の体制で
バックアップします。

【在校生より一言】
　高校でも林業を学んできましたが、林業機械の操作やメンテ
ナンス、労働安全衛生、林業会社の具体的な仕事の内容など、多
くのことを学べ、とても充実しています。（１年：伊藤　浩紀さん）

秋田県林業トップランナー養成研修
秋田林業大学校（愛称）

【データ】
設立：平成27年　　　　　年限：２年制
定員：１学年15名程度　　形態：県条例による研修機関　　 寮：なし
住所：秋田県秋田市河辺戸島字井戸尻台47- ２　（秋田県林業研究研修センター） 

「やまがた森
モ　リ

林ノミクス」を担うリーダーの育成をめざして
　山形県立農林大学校林業経営学科は
今年の４月に新設された学科で、県内
外からあわせて15人の学生が1期生と
して入校しました。本学科では「森林・
林業に関する高い専門性と幅広い知
識・技術を備え、地域の森林経営を長期
的視点でプラニングできる人材育成」
を目指しています。
　現在、県では豊かな森林資源を「森
のエネルギー」、「森の恵み」として活か
し、林業振興と地域の活性化を図る「や
まがた森

モ リ

林ノミクス」を展開していま
すが、卒業生はそのリーダーとして期
待されています。また、学生は、県産材
をふんだんに使った学生寮で共同生活
を送っており、まさに「森と木」に囲ま
れた恵まれた環境の中で勉学に励んで
います。

【在校生より一言】
　私たち15人の学生は、卒業後、地域の林業を担う技術者として活躍
するため、森林・林業技術を積極的に学んでいます。授業では、講義で
得た知識を実習で活かし、実習で得た技術を講義で確認することを大
切にしています。　　　　　　　　　　　     （１年：松田　啓作さん）

山形県立農林大学校

【データ】
設立：平成28年　　　　　年限：２年制
定員：１学年10名程度　　形態：専修学校　 寮：全寮制
住所：山形県新庄市大字角沢1366

林業大学校で学ぼう
　林業・木材産業の成長産業化に
よる地方創生への貢献に期待が寄
せられる中、各地で担い手を育成
するための林業関係の学校や研修
機関の設立が相次いでいます。
　地域の特色やニーズに応じ、林
業の現場で即戦力となる人材の育
成に力を入れているところや、木
造建築や木工など木材利用の専門
家を育成している学校まで、その
目的や研修内容はバラエティーに
富んでいます。また、研修期間も
数日程度の短期研修から年間を通
じて行われる長期研修まで様々で
す。
　ここでは、次年度の学生募集が
本格化するシーズンを迎えて、２
年制のカリキュラムを組んでいる
学校等を中心にご紹介します。
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即戦力となる人材育成を目指す！
　開校から34年目を迎え、
森林・環境コースの卒業生
は400人以上を数えます。
来年度には、林業機械等の
技術取得のための実習時
間を大幅に拡大し、林業
技術者養成のためのカリ
キュラムとする予定です。
その他にも、林業簿記論、
樹木医学、きのこ栽培実
習、森林GIS演習等の講義を通
し、幅広い知識を身につけま
す。卒業時には、樹木医補、自
然再生士補、森林情報士の資
格が得られます。１学年は全
寮制の学校です。

【在校生より一言】
　森林に関する様々な講義やチェーンソーや刈り払い機を使用
した実践的な実習ができます。また、同じ目標を持った個性豊か
な仲間と共に過ごす日々はお互いを高め協力しあえる雰囲気で
す。　　　　　　　　　　　　　 　　　（２年：吉野　佳純さん）

群馬県立農林大学校

【データ】
設立：昭和58年　　　年限：２年制
定員：１学年20名　　形態：専修学校　　寮：全寮制（１年次）
住所：群馬県高崎市箕郷町西明屋1005

地域に貢献できる林業技術者を育成!!
　本校は、本県林業の近代化を
推進するため、昭和54年に設立
されました。専門的知識・技術を
身につけ、農山村地域にあって
指導的な役割を果たす技術者並
びに林業後継者となる有能な人
材を育成することを目的とし
て、下記のような行学一致の総
合的な教育を行います。
1 一般教養を高めるとともに、専門

的な知識・技術を体系的に習得さ
せ、さらに寮生活を通じて人間形
成を図らせるなど指導者となる
ための全人教育を行う。

2 実験・実習を重んじ、実践的な教育を主眼として、新時代の社
会の要請に対応し得る生きた教育を行う。　

【在校生より一言】
　本校の一番の特徴である全寮制という教育方針は、社会に出
ていく中で最も重要な「人間力」を身につけることができます。
寮生活というのはとても楽しい反面、不便な面もありますが、40
人で助け合い励ましあいながら日々生活しています。　　　　
　　　　　　　  　　　　　　　　　　（２年：千代　宗平さん）

長野県林業大学校

【データ】
設立：昭和54年　　　年限：２年制
定員：１学年20名　　形態：専修学校　　寮：全寮制
住所：長野県木曽郡木曽町新開4385‐1

岐阜県立森林文化アカデミー

【データ】
設立：平成13年　　　年限：２年制
定員：１学年40名　　形態：専修学校　　寮：なし
住所：岐阜県美濃市曽代88番地

地域林業担う人材育成を目指す！
　林業学科の１年生は、育
林、伐木集運材、木材利用、林
業機械、特用林産などの基礎
的知識や技術を学びます。２
年生は、林業分校（浜松市浜
北区於呂）で、地元篤林家や
林業団体、先進的民間企業の
技術者及び県森林・林業研究
センターの研究員等を講師
とし、各分野の基礎から最先
端までの知識や技術を習得
します。2 ヶ月間に及ぶ「先
進経営研修」では、県内の優
れた林業経営体、篤林家等の
下で、実践的な林業知識・技
術・経営手法を学びます。

【在校生より一言】
　林業は、チェーンソーや鉈や鋸等の刃物を扱う、危険で大変な
作業です。それでも、全くの初心者だった私が、今ではそれらを
普通に扱えるまで成長しました。先生方が安全を第一に丁寧に
教えてくれます。　　　　　　　　　　  （2年：吉田　武生さん）

静岡県立農林大学校

【データ】
設立：昭和45年（静岡県立林業講習所として発足）　　年限：２年制　　
定員：１学年10名　形態：専修学校　寮：全寮制（１年次）２年次から男子
は入寮、女子は通学制　　住所：静岡県磐田市富丘678-１

森と木に関わる生き方を目指す人へ
　岐阜県立森林文化アカデミー
は、森林や木材に関わるさまざまな
分野で活躍する人材を育成するこ
とを目指して設立された２年制の
専門学校です。高度な専門知識と
問題解決のための企画力、想像力を
持ったスペシャリストを養成する
森と木のクリエーター科、森林につ
いての幅広い知識と森林の現場で
必要な実践的技術をもったジェネ
ラリストを養成する森と木のエン
ジニア科の２つの科があります。
　学校に隣接する33haの演習林や
製材・乾燥施設・工房などの施設が
そろっており、これからの林業に
欠かせない高性能林業機械の操作
実習もあります。
　２度にわたるインターンシップを経て、希望する進路を明確にします。

【卒業生より一言】
　クリエーター科の学生は年齢層が幅広かったので、年上と交流す
る機会があるというのはよかったです。社会人経験のある方だと考
え方も違います。現場に入ると年上の人が多いので、アカデミーで
の経験はとても役に立ちました。　　　　　　　
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自然を尊敬できる人を育てたい
　本校は、平成24年開校以来、
循環型社会の実現に寄与でき
る人づくりを目標に、現在58
名の卒業生を輩出しました。
　講義は、林業機械の基本技
能、森林生態、育林・育苗など
の知識と実践、ドイツや国内
各地への現地研修など、現場
中心にきめ細やかに実施し
ています。
　現在、２年生は林業の事業
体で学ぶ２ヶ月間の「キャッ
プストーン研修」を実施して
います。実務を経験すること
で、現場力が身につき、就業へ
の意欲も高まります。

【キャップストーン研修の学生報告から】
　林道の維持・管理など､学校で学べないことを体験しています。
　　　　　　　（研修先：京丹波森林組合、２年：河﨑　研尚さん）
　今週はプランナー業務の研修、今日は測量でした。難しかった…。
　　　　　  　　（研修先：日吉町森林組合、２年：三浦　匠さん）

京都府立林業大学校

【データ】
設立：平成24年　　　年限：２年制
定員：１学年20名　　形態：府条例による大学校　　寮：なし
住所：京都府船井郡京丹波町本庄土屋１番地

「循環型林業」を実現する人材を育成！
　島根県は、「伐って使って、植えて
育てる」循環型林業の確立を目指し
ています。
　本校林業科では、チェーンソー
での伐採や高性能林業機械を活用
した作業システム、架線集材の実
習など、現場に応じた効率的な木
材生産技術の習得に力を入れてい
ます。また、伐採跡地の森林再生を
確実に行うために、植栽、下刈、枝
打ち作業や、苗畑作業も実習して
います。現在、14名（１年：８名、２
年：６名）の学生が寮生活を共にし
ながら学んでいます。２年間の学
校生活で身につけた知識と技術を
活かして、今後の島根の林業を担
う技術者として活躍することが期待されています。

【在校生より一言】
　林業科の実習は、きつい作業も多いですが、終わった後の達成
感はとても最高です。それに数多くの資格も取れるので、将来必
ず役に立つと思います。
　私たちと一緒に林業を盛り上げましょう！（１年：荒木　悠さん）

島根県立農林大学校

【データ】
設立：昭和54年　　　年限：２年制
定員：１学年10名　　形態：県条例による大学校　　寮：あり
住所：島根県飯石郡飯南町上来島1207

2017年春、兵庫県宍粟市に開校
　来春開校する森林大学校は、
①森林林業の即戦力、②森林林
業のリーダー、③多自然地域に
居住し、地域貢献できる人材、
を養成する専修学校です。
　先進企業等への就業体験や
海外研修、全17種の資格に対
応する専門課目など、実践的で
高度な技術、知識が身に付けら
れる多彩なカリキュラムが用
意されているほか、４年制大学
への編入資格が取得できます。
持続可能な森林経営を基本と
して、森林セラピーの履修や野
生動物による獣害対策など、森
林林業を幅広く学びます。

【担当より一言】
　平成29年４月開校に向け
て、現在、鋭意、準備中です。
平成30年度には、閉校する小学校を木質化によりリニューアル
して、グランドオープンする予定です。

兵庫県立森林大学校

【データ】
設立：平成29年予定　　年限：２年制
定員：１学年20名　　　形態：専修学校　　寮：なし
住所：兵庫県宍粟市一宮町安積1352-４

高知県立林業学校

【データ】
設立：平成27年　　年限：1年制（基礎課程）※平成30年度専攻課程開講予定
定員：20名　　　　形態：県条例による林業学校　　寮：なし
住所：高知県香美市土佐山田町大平80

目指せ！林業のエキスパート

　本校は、林業・木材産業の振興や中
山間地域の活性化を図るため、優れ
た人材を育成することを目的に設立
されました。
　３つの課程を置くこととしてお
り、平成27年４月から短期課程と基
礎課程を開講しました。基礎課程で
は、即戦力として活躍できる人材を
養成することとしており、現場で必
要な12の資格（修了証）を一年間で
取得できます。また、年４回の就職先
とのマッチングを支援し、第１期生
の就職率は100％でした。
　平成30年度からスタートする専
攻課程では、森林管理、林業技術、木造設計の３つのコースを設
置し、各分野の中核を担う人材を育成することとしており、それ
に併せて現在建設中の校舎や大型実習棟も完成予定です。

【在校生より一言】
　この学校で学ぼうと決めたのは、研修生に対する就職支援が
手厚く、熱意を持っていると感じたからです。また、森林率日本
一の高知県なら、より深く林業や自然のことを学べると思った
ことも理由のひとつです。　　　　（基礎課程：石田　史哉さん）

H29 開校！

H30 本格開校！


