
平成３１年度 四国森林管理局市町村林業担当者実務研修
（基礎 A「森林の見方」）日程

時 間 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

月 曜 8:20～9:30 9:40～10:50 11:00～12:00 13:00～14:10 14:20～15:30 15:40～16:50

日 日

7月 開講式 【講義】 【講義】 【特別講議】

8日 月 13:00 3:10 14:40 16:00

～13:10 14:30 ～15:50 ～17:00

オリエンテ 「森林施業 「森林作業 「市町村特

ーション と森林計画 道」 別講義」

制度」

(総務課) (計画課) (高知県佐川

(森林技術 町)

支援センタ

ー)

【講義】

9日 火 8:20～9:20

「OWL・ビッターリッヒ等を活用した林分蓄積の推計、GIS・GPSの見方・使い方」

【現地実習】

9:30～16:50

「OWL・ビッターリッヒ等を活用した林分蓄積の推計方法、測樹、GPS使用操作」

（嶺北森林管理署 焼滝黒滝山94）

(計画課)

【現地実習】「林道等」

10日 水 8:20～ 16:50
「林道・作業道・林業専用道～主な構造・維持・修繕」

(森林整備課)

【講義】「境界の把握」

11日 木 8:20～10:00

【現地実習】

10:10～16:50

「境界検測」（トランシット・コンパス操作・ドローン活用方法）

「境界の種類・保全」

(保全課)

【講義】 【講義】 11:50～

12日 金 8:20～ 10:20 10:30～ 11:50 12:00

「主な造林木と適地」 「一貫作業シス 閉講式

テム」

(森林整備課) (森林整備課) (総務課)

※上記日程は、当日の天候や講師の都合等により、変更する場合があります。



平成３１年度 四国森林管理局市町村林業担当者実務研修

（基礎 B「森林の育成」）日程

時 間 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

8月 13:00 【講議】 【講義】 【講義】 【特別講

26日 月 ～13:10 13:10 14:20 15:10 議】

開講式 ～14:10 ～15:00 ～15:50 16:00

オリエンテ 幹部講話 「森林被 「造林請 ～17:00

ーション 「森林・ 害の種類 負事業監 「市町村

林業情勢 と対応」 督及び検 特 別 講

と造林の 査」 義」

低コスト

化」

( 総 務 (森林整 (保全課) (森林整 (徳島県

課) 備部長） 備課) 那賀町)

【現地実習】「造林事業」

27日 火 8:20～16:50

「地拵、下刈等の監督・検査」（四万十森林管理署管内）

「ドローンの活用方法」

(森林整備課)

【講義】 【現地実習】「森林被害の種類と対応」

28日 水 8:20～ 9:20 9:30～ 16:50
「森林の育成に関す ・ワナによる鳥獣害対策

る技術開発の現状」 ・ニホンジカ捕獲用小型囲いわな「こじゃんと 1号」による捕獲
・ノウサギ捕獲（箱ワナ及びくくりわな）

(森林技術・支援セン (森林技術・支援センター)

ター)

【現地実習】「治山事業」

29日 木 8:20～16:50

「治山事業の目的・役割」（嶺北森林管理署管内）

(治山課)

【講義】 講義】 11:10～

30日 金 8:20～9:20 9:30～11:00

「保安林制度」 「間伐の実施要領」 閉講式

(治山課) (計画課) (総務課)

※上記日程は、当日の天候や講師の都合等により変更する場合があります。



平成３１年度 四国森林管理局市町村林業担当者実務研修
（基礎 C「森林の収穫」）日程

時 間 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

月 曜 ８：２０ ９：４０ １１：００ １３：００ １４：２０ １５：４０
日 日 ～ ９：３０ ～１０：５０ ～１２：００ ～１４：１０ ～１５：３０ ～１６：５０

10月 13:00 【講義】 【講義】 【特別講演】
21日 月 ～ 13:10 13:10 14:20 16:00

開講式 ～ 14:10 ～ 15:50 ～ 17:00
オリエン 「幹部講話」 「国有林野施 「市町村特
テーション 「新たな森林 業計画書」 別講義」

管理システム （伐簿予定簿
と森林環境譲 等）
与税」

(計画課)
( 総 務 (業務管理官) (高知県仁
課) 淀川町)

【講義】「収穫調査」 【講義】 【講義】
22日 火 8:20～ 14:10 14:20～ 15:30 15:40～ 16:50

「収穫調査業務」（収穫調査規程を含む。） 「立木販売跡 「収穫調査前の事
地検査業務」 前準備」

(資源活用課) (資源活用課) (資源活用課)

【現地実習】「収穫調査」
23日 水 8:20～ 16:50

（嶺北署 瀬戸・土居森林事務所：焼谷黒滝山国有林 94林班に小班）
「区域測量（間伐箇所）、GNSS測量」
・現地踏査のポイント
・伐区の設定の留意点
・搬出路、土場等の想定 (資源活用課)

【現地実習】「収穫調査」
24日 木 8:20～ 16:50

（嶺北署 瀬戸・土居森林事務所：焼谷黒滝山国有林 94林班に林班）
「間伐箇所収穫調査」
・毎木調査
・樹高調査 (資源活用課)

【演習】「収穫調査」 閉 講 式
25日 金 8:20～ 11:50 11:50

「区域測量取りまとめ」 ～ 12:00

・図面作成（1/5000図面）
・測量野帳取りまとめ
・搬出系統図作成

「収穫復命書作成」
・野帳取りまとめ

(資源活用課) (総務課)

※上記日程は、当日の天候や講師の都合等により変更する場合があります。


