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1. オペレーター研修について 

（１） 講師一覧 
 

 
※開催地等は、県共催型は会場名を記載し、OJT 型（職場内研修支援型）は実施事業体名を記載。 

  

氏　名 都道府県 勤　務　先 回数 区分

1 高橋　健保 岩手県 国立大学法人 岩手大学 0.5 県共催 岩手県 岩手郡雫石町

2 菊地　智久 岩手県 国立大学法人 岩手大学 0.5 県共催 岩手県 岩手郡雫石町

3 西間　薫 岩手県 西間林業 1 OJT 岩手県 ノースジャパン素材流通協同組合

4 豊田　新一 福島県 有限会社 豊田林業 1 県共催 福島県 石川郡石川町

5 大高　健一郎 茨城県 美和木材協同組合 1 県共催 茨城県 常陸大宮市

6 伊東　稔充 栃木県 株式会社 塩那森林サービス 1 県共催 栃木県 鹿沼市

7 内山　敏夫 新潟県 有限会社 丸実 1 県共催 新潟県 村上市

8 中川　慶一 富山県 中川林業 1 県共催 富山県 新川郡立山町

OJT 福井県 福井県森林組合連合会

県共催 滋賀県 長浜市

10 磯貝　健三 山梨県 北都留森林組合 1 県共催 山梨県 南巨摩郡富士川町

11 田村　将司 長野県 有限会社 須江林産 1 県共催 長野県 伊那市

県共催 神奈川県 相模原市緑区

県共催 静岡県 三島市

13 伊藤　浩二 愛知県 豊田森林組合 0.5 県共催 愛知県 豊田市

14 林　正則 愛知県 豊田森林組合 0.5 県共催 愛知県 豊田市

15 榎本　琢磨 三重県 榎本林業 株式会社 1 OJT 三重県 いせしま森林組合

16 松下　信之 京都府 京丹波森林組合 1 県共催 京都府 京都市右京区

17 福島　征二 大阪府 グリーンラボラトリー 1 OJT 兵庫県 有限会社 ウッズ

18 東　伸彦 奈良県 十津川造林 1 OJT 奈良県 十津川村

19 安田　孝 広島県 有限会社 安田林業 1 県共催 広島県 廿日市市

20 武政　光夫 高知県 自営 1 県共催 高知県 香美市

21 西川　寿徳 高知県 四万十町森林組合 1 OJT 高知県 馬路村森林組合

22 横尾　新二 福岡県 新誠木材 0.5 県共催 福岡県 久留米市

23 火ノ口　正和 福岡県 添田町森林組合 0.5 県共催 福岡県 久留米市

24 山口　光洋 佐賀県 佐賀県 伊万里農林事務所 1 県共催 佐賀県 嬉野市

25 松延　重幸 熊本県 自営 1 県共催 熊本県 上益城郡山都町

OJT 福岡県 福岡県広域森林組合

県共催 大分県 大分市

27 南　祥三郎 鹿児島県 南木材 有限会社 1 県共催 鹿児島県 薩摩郡さつま町

12

26

開　催　地　等

仲尾　浩 静岡県 有限会社 愛美林 2

工藤　洋一 大分県 久大林産 株式会社 2

№
講師 講師実施箇所

川口　雄勝 福井県 九頭竜森林組合 29
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（２） 受講生一覧 

 

※開催地等は、県共催型は会場名を記載し、OJT 型（職場内研修支援型）は実施事業体名を記載。 

  

都道府県 名　称 区分

1 小原　崇 岩手県 花巻市森林組合 県共催 岩手県 岩手郡雫石町

2 熊谷　一亀 岩手県 有限会社 山一木材 県共催 岩手県 岩手郡雫石町

3 下村　純一 岩手県 盛岡市森林組合 県共催 岩手県 岩手郡雫石町

4 佐々木　高也 岩手県 遠野地方森林組合 県共催 岩手県 岩手郡雫石町

5 杉本　航 岩手県 有限会社 関善林業 OJT 岩手県 ノースジャパン素材流通協同組合

6 八幡　勝史 岩手県 有限会社 関善林業 OJT 岩手県 ノースジャパン素材流通協同組合

7 大柳　幸広 岩手県 有限会社 丸大県北農林 OJT 岩手県 ノースジャパン素材流通協同組合

8 佐藤　基広 岩手県 遠野林業 OJT 岩手県 ノースジャパン素材流通協同組合

9 菅野　光 福島県 松山林業 有限会社 県共催 福島県 石川郡石川町

10 芹澤　雄也 福島県 真名畑林業 有限会社 県共催 福島県 石川郡石川町

11 生田目　一也 福島県 有限会社 いしぐろ 県共催 福島県 石川郡石川町

12 深谷　勝一郎 福島県 有限会社 田部林業 県共催 福島県 石川郡石川町

13 石田　秀幸 茨城県 有限会社 石田木材 県共催 茨城県 常陸大宮市

14 小林　辰典 茨城県 常陸大宮市森林組合 県共催 茨城県 常陸大宮市

15 大神　恭輔 茨城県 佐藤造園土木 株式会社 県共催 茨城県 常陸大宮市

16 大高　一彦 茨城県 大子町森林組合 県共催 茨城県 常陸大宮市

17 大金　可男 栃木県 那須南森林組合 県共催 栃木県 鹿沼市

18 佐藤　由紀夫 栃木県 大田原市森林組合 県共催 栃木県 鹿沼市

19 新堀　司 栃木県 有限会社 高見林業 県共催 栃木県 鹿沼市

20 廣瀬　晃也 栃木県 株式会社 広瀬林業 県共催 栃木県 鹿沼市

21 渡邉　延規 栃木県 鹿沼市森林組合 県共催 栃木県 鹿沼市

22 樋口　福一 神奈川県 有限会社 相馬造林 県共催 神奈川県 相模原市緑区

23 村上　正和 神奈川県 有限会社 佐藤林業 県共催 神奈川県 相模原市緑区

24 望月　孝行 神奈川県 有限会社 サトウ草木 県共催 神奈川県 相模原市緑区

25 伊藤　伸一 新潟県 いわふね森林組合 県共催 新潟県 村上市

26 小池　洋 新潟県 いわふね森林組合 県共催 新潟県 村上市

27 飯沼　一幸 新潟県 有限会社 豊栄土木 県共催 新潟県 村上市

28 吉野　淳一 富山県 婦負森林組合 県共催 富山県 新川郡立山町

29 先祖　孝明 富山県 立山山麓森林組合 県共催 富山県 新川郡立山町

30 折井　忠史 富山県 富山県西部森林組合 県共催 富山県 新川郡立山町

31 片瀬　孝博 富山県 富山県西部森林組合 県共催 富山県 新川郡立山町

32 板倉　栄治 福井県 池田町森林組合 OJT 福井県 福井県森林組合連合会

33 片山　裕治 福井県 株式会社 木もくレンジャーズ OJT 福井県 福井県森林組合連合会

34 中道　庄信 福井県 髙松林建 OJT 福井県 福井県森林組合連合会

35 和田　公男 福井県 奥越林業 株式会社 OJT 福井県 福井県森林組合連合会

36 小林　秀尚 山梨県 南都留森林組合 県共催 山梨県 南巨摩郡富士川町

37 高山　聖太 山梨県 南都留森林組合 県共催 山梨県 南巨摩郡富士川町

38 島田　義行 山梨県 神子沢林業 県共催 山梨県 南巨摩郡富士川町

39 長嶋　啓貴 山梨県 有限会社 天女山 県共催 山梨県 南巨摩郡富士川町

40 内堀　辰志 長野県 特定非営利活動法人 森林環境 県共催 長野県 伊那市

41 大瀧　秀明 長野県 株式会社 柳沢林業 県共催 長野県 伊那市

42 島田　裕太 長野県 北信州森林組合 県共催 長野県 伊那市

43 田村　清 長野県 株式会社 創恒 県共催 長野県 伊那市

44 成沢　剛 長野県 有限会社 しんみらい開発 県共催 長野県 伊那市

45 浅沼　隆文 静岡県 愛鷹山森林組合 県共催 静岡県 三島市

46 石田　兼敏 静岡県 愛鷹山森林組合 県共催 静岡県 三島市

47 澤﨑　剛 静岡県 愛鷹山森林組合 県共催 静岡県 三島市

48 横山　輝幸 静岡県 裾野市森林組合 県共催 静岡県 三島市

49 天野　昭浩 愛知県 株式会社 緑豊 県共催 愛知県 豊田市

50 西川　智基 愛知県 豊田森林組合 県共催 愛知県 豊田市

51 酒井　永廣 愛知県 丸兼林業　有限会社 県共催 愛知県 豊田市

52 山口　司 愛知県 株式会社 山建ナビック 県共催 愛知県 豊田市

研修実施箇所
修了者氏名№

開　催　地　等

勤　務　先
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※開催地等は、県共催型は会場名を記載し、OJT 型（職場内研修支援型）は実施事業体名を記載。 

都道府県 名　称 区分

53 西岡　創史 三重県 いせしま森林組合 OJT 三重県 いせしま森林組合

54 濱谷　眞佑 三重県 いせしま森林組合 OJT 三重県 いせしま森林組合

55 小掠　忠 三重県 株式会社 フォレストファイターズ OJT 三重県 いせしま森林組合

56 加藤　堅志朗 三重県 榎本林業 株式会社 OJT 三重県 いせしま森林組合

57 泉　理秀 滋賀県 有限会社 湖周造林 県共催 滋賀県 長浜市

58 大江　伸一朗 滋賀県 有限会社 湖周造林 県共催 滋賀県 長浜市

59 谷口　宗仁 滋賀県 長浜市伊香森林組合 県共催 滋賀県 長浜市

60 辻川　秀之 滋賀県 有限会社 湖周造林 県共催 滋賀県 長浜市

61 安井　英人 京都府 京北森林組合 県共催 京都府

62 羽根　靖人 京都府 京北森林組合 県共催 京都府

63 久保　健二 京都府 京北森林組合 県共催 京都府

64 下西　博之 京都府 米嶋銘木 県共催 京都府

65 中島　彩 兵庫県 有限会社 ウッズ OJT 兵庫県 有限会社 ウッズ

66 足立　晋也 兵庫県 有限会社 ウッズ OJT 兵庫県 有限会社 ウッズ

67 寺下　直美 兵庫県 山本木材 OJT 兵庫県 有限会社 ウッズ

68 山口　祐助 兵庫県 自営 OJT 兵庫県 有限会社 ウッズ

69 大谷　英一 奈良県 大谷林業 OJT 奈良県 十津川村

70 後木　英希 奈良県 三共工務店 OJT 奈良県 十津川村

71 田中　将太 奈良県 田中林業 OJT 奈良県 十津川村

72 田中　征次 広島県 安芸北森林組合 県共催 広島県 廿日市市

73 片岡　裕章 広島県 東城町森林組合 県共催 広島県 廿日市市

74 杉本　静秋 広島県 太田川森林組合 県共催 広島県 廿日市市

75 安藤　耕 広島県 有限会社 安田林業 県共催 広島県 廿日市市

76 岡崎　弾 高知県 須崎地区森林組合 県共催 高知県 香美市

77 岡本　忠夫 高知県 石川産業 有限会社 県共催 高知県 香美市

78 片岡　守 高知県 株式会社 林業伊東 県共催 高知県 香美市

79 伊藤　慎也 高知県 株式会社 林業伊東 県共催 高知県 香美市

80 小松　素文 高知県 馬路村森林組合 OJT 高知県 馬路村森林組合

81 畠山　一 高知県 山一林業 OJT 高知県 馬路村森林組合

82 清岡　哲也 高知県 馬路村森林組合 OJT 高知県 馬路村森林組合

83 畠山　拓也 高知県 馬路村森林組合 OJT 高知県 馬路村森林組合

84 竹下　正次 福岡県 添田町森林組合 県共催 福岡県 久留米市

85 藤村　彰展 福岡県 松尾木材 有限会社 県共催 福岡県 久留米市

86 宮本　龍一 福岡県 京都森林組合 県共催 福岡県 久留米市

87 山口　仁 福岡県 福岡県八女森林組合 県共催 福岡県 久留米市

88 阿比留　貴博 福岡県 福岡県広域森林組合 嘉飯山支店 OJT 福岡県 福岡県広域森林組合

89 鮎川　義臣 福岡県 福岡県広域森林組合 本店 OJT 福岡県 福岡県広域森林組合

90 伊藤　里美 福岡県 福岡県広域森林組合 福岡北支店 宗像支所 OJT 福岡県 福岡県広域森林組合

91 淀川　堯之 福岡県 福岡県広域森林組合 福岡西支店 OJT 福岡県 福岡県広域森林組合

92 今村　靖紀 佐賀県 株式会社 佐藤木材 県共催 佐賀県 嬉野市

93 岩村　章浩 佐賀県 岩村木材 県共催 佐賀県 嬉野市

94 森木　祐二 佐賀県 東部林業 株式会社 県共催 佐賀県 嬉野市

95 前田　健次 佐賀県 株式会社 西部林業 県共催 佐賀県 嬉野市

96 楠木　光紀 熊本県 株式会社 泉林業 県共催 熊本県 上益城郡山都町

97 田中　直紀 熊本県 株式会社 才津木材 県共催 熊本県 上益城郡山都町

98 福浦　義昭 熊本県 株式会社 カジワラ 県共催 熊本県 上益城郡山都町

99 月足　仁王 熊本県 株式会社 カジワラ 県共催 熊本県 上益城郡山都町

100 安東　稔 大分県 臼津関森林組合 県共催 大分県 大分市

101 宇留嶋　剛 大分県 西高森林組合 県共催 大分県 大分市

102 加藤　謙二 大分県 竹田直入森林組合 県共催 大分県 大分市

103 坂本　嘉亀 大分県 日田市森林組合 県共催 大分県 大分市

104 渡邉　博文 大分県 有限会社 ダイシン 県共催 大分県 大分市

105 上山　雄太 鹿児島県 山生産業 株式会社 県共催 鹿児島県 薩摩郡さつま町

106 肝付　成弘 鹿児島県 北薩森林組合 県共催 鹿児島県 薩摩郡さつま町

107 戸島　清次 鹿児島県 有限会社 田中林業 県共催 鹿児島県 薩摩郡さつま町

108 農上　智博 鹿児島県 株式会社 永田林業 県共催 鹿児島県 薩摩郡さつま町

№ 修了者氏名
勤　務　先 研修実施箇所

開　催　地　等
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（３） 研修会場の概要 

オペレーター研修実施会場（全 27 会場） 

県共催型（20 会場）／ OJT 型（7 会場）

 
 

 
 

 
 

 

■所有形態
県共催型

区　　分 会場数 割合
国有林 0 0.0%
公有林 11 55.0%
私有林 9 45.0%

合　計 20 100.0%

OJT型
区　　分 会場数 割合

国有林 0 0.0%
公有林 2 28.6%
私有林 5 71.4%

合　計 7 100.0%

全体
区　　分 会場数 割合

国有林 0 0.0%
公有林 13 48.1%
私有林 14 51.9%

合　計 27 100.0%

■林地の傾斜
県共催型

区　　分 会場数 割合
20°未満 2 10.0%
20～25°未満 4 20.0%
25～30°未満 8 40.0%
30°以上 6 30.0%

合　計 20 100.0%

OJT型
区　　分 会場数 割合

20°未満 2 28.6%
20～25°未満 1 14.3%
25～30°未満 3 42.8%
30°以上 1 14.3%

合　計 7 100.0%

全体
区　　分 会場数 割合

20°未満 4 14.8%
20～25°未満 5 18.5%
25～30°未満 11 40.8%
30°以上 7 25.9%

合　計 27 100.0%

■土質
県共催型

区　　分 会場数 割合
普通土 11 55.0%
黒ボク土 1 5.0%
関東ローム 4 20.0%
まさ土 2 10.0%
シラス 0 0.0%
その他 2 10.0%

合　計 20 100.0%

OJT型
区　　分 会場数 割合

普通土 6 85.7%
黒ボク土 1 14.3%
関東ローム 0 0.0%
まさ土 0 0.0%
シラス 0 0.0%
その他 0 0.0%

合　計 7 100.0%

全体
区　　分 会場数 割合

普通土 17 63.0%
黒ボク土 2 7.4%
関東ローム 4 14.8%
まさ土 2 7.4%
シラス 0 0.0%
その他 2 7.4%

合　計 27 100.0%

■制限林の指定
県共催型

区　　分 会場数 割合
制限有り 8 40.0%
制限無し 12 60.0%

合　計 20 100.0%

OJT型
区　　分 会場数 割合

制限有り 2 28.6%
制限無し 5 71.4%

合　計 7 100.0%

全体
区　　分 会場数 割合

制限有り 10 37.0%
制限無し 17 63.0%

合　計 27 100.0%
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（４） 受講生の概要 

オペレーター研修 受講生 108 名 

県共催型（81 名）／ OJT 型（27 名） 

 

 

 

 

 

 
 

 

■年齢構成
県共催型

区　　分 人数 割合
20代 13 16.0%
30代 35 43.2%
40代 20 24.7%
50代 10 12.4%
60代以上 3 3.7%

合　計 81 100.0%

OJT型
区　　分 人数 割合

20代 5 18.5%
30代 9 33.3%
40代 10 37.1%
50代 1 3.7%
60代以上 2 7.4%

合　計 27 100.0%

全体
区　　分 人数 割合

20代 18 16.7%
30代 44 40.7%
40代 30 27.8%
50代 11 10.2%
60代以上 5 4.6%

合　計 108 100.0%

■受講資格
県共催型

区　　分 人数 割合
初級研修修了者 38 46.9%
国県研修修了者 9 11.1%
作設実績（時間） 13 16.1%
作設実績（延長） 21 25.9%

合　計 81 100.0%

OJT型
区　　分 人数 割合

初級研修修了者 11 40.7%
国県研修修了者 0 0.0%
作設実績（時間） 6 22.2%
作設実績（延長） 10 37.1%

合　計 27 100.0%

全体
区　　分 人数 割合

初級研修修了者 49 45.4%
国県研修修了者 9 8.3%
作設実績（時間） 19 17.6%
作設実績（延長） 31 28.7%

合　計 108 100.0%

■作設実績（時間）がある受講生数
県共催型

区　　分 人数 割合
1,000時間以上 9 69.2%
2,000時間以上 1 7.7%
3,000時間以上 3 23.1%

合　計 13 100.0%

OJT型
区　　分 人数 割合

1,000時間以上 4 66.7%
2,000時間以上 2 33.3%
3,000時間以上 0 0.0%

合　計 6 100.0%

全体
区　　分 人数 割合

1,000時間以上 13 68.4%
2,000時間以上 3 15.8%
3,000時間以上 3 15.8%

合　計 19 100.0%

■作設実績（延長）がある受講生数
県共催型

区　　分 人数 割合
5㎞以上 18 85.7%
10㎞以上 3 14.3%

合　計 21 100.0%

OJT型
区　　分 人数 割合

5㎞以上 7 70.0%
10㎞以上 3 30.0%

合　計 10 100.0%

全体
区　　分 人数 割合

5㎞以上 25 80.6%
10㎞以上 6 19.4%

合　計 31 100.0%
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オペレーター研修についてのアンケート【講師用】 

研修場所（            ）          講師名（          ） 

 

Ｑ１ 全体について、 ひとつ  だけ○を付け、その理由をお書き下さい。 

① 大変良かった  ② 良かった  ③ あまり良くなかった  ④ 良くなかった 

【理由：                                     】 

 

Ｑ２ 受講人数について、 ひとつ  だけ○を付け、その理由をお書き下さい。 

① 多かった  ② ちょうどよい  ③ 少なかった  ④ その他（       ） 

【理由：                                     】 

 

Ｑ３ 研修期間について、 ひとつ  だけ○を付け、その理由をお書き下さい。 

① 長かった  ② ちょうどよい  ③ 少なかった  ④ その他（       ） 

【理由：                                     】 

 

Ｑ４ 研修会場について、 ひとつ  だけ○を付け、その理由をお書き下さい。 

① 大変良かった  ② 良かった  ③ あまり良くなかった  ④ 良くなかった 

【理由：                                     】 

 

Ｑ５ 受講生の技術について、 ひとつ  だけ○を付け、その理由をお書き下さい。 

① 大変向上した  ② 向上した  ③ あまり向上しなかった  ④ 向上しなかった 

【理由：                                     】 

 

Ｑ６ 上記の他に今回の研修で気づいたこと等があれば自由にお書き下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 講師向けアンケートの実施内容 

アンケート実施日：各会場 研修終了後 

アンケート対象者：オペレーター研修 講師（延べ 30 名） 

アンケート回収率：100％（30／30 名） 

※1 名の講師が 2 会場担当した場合や、1 会場で研修途中に講師が代わった場合があるため、延べ人数は 30 名となる。 
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（６） 講師向けアンケートの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オペレーター研修について
Q1 全体

項　　目 人数 割合
①大変良かった 13 43.3%
②良かった 17 56.7%
③あまり良くなかった 0 0.0%
④良くなかった 0 0.0%
無回答 0 0.0%

合　計 30 100.0%

Q2 受講人数
項　　目 人数 割合

①多かった 0 0.0%
②ちょうどよい 29 96.7%
③少なかった 1 3.3%
④その他 0 0.0%
無回答 0 0.0%

合　計 30 100.0%

Q3 研修期間
項　　目 人数 割合

①長かった 1 3.3%
②ちょうどよい 18 60.0%
③短かった 9 30.0%
④その他 2 6.7%
無回答 0 0.0%

合　計 30 100.0%
※④その他の意見：月曜日から金曜日の5日間が良い

Q4 研修会場
項　　目 人数 割合

①大変良かった 4 13.3%
②良かった 19 63.4%
③あまり良くなかった 7 23.3%
④良くなかった 0 0.0%
無回答 0 0.0%

合　計 30 100.0%

Q5 受講生の技術
項　　目 人数 比率

①大変向上した 4 13.3%
②向上した 23 76.7%
③あまり向上しなかった 3 10.0%
④向上しなかった 0 0.0%
無回答 0 0.0%

合　計 30 100.0%
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オペレーター研修についてのアンケート（受講生用） 

 

・今後の研修をより良いものにするため、以下のアンケートにご協力下さい。 

・氏名等の記入は必要ありませんので、活発なご意見をお願いいたします。 

 

 

Ｑ１ 今回のオペレーター研修について 

（１）全体について、 ひとつ  だけに○を付け、その理由をお書き下さい。 

① 大変良かった ② 良かった ③ あまり良くなかった ④ 良くなかった 

【理由：                                】 

 

 

（２）講師について、 ひとつ  だけ○を付け、その理由をお書き下さい。 

① 大変良かった ② 良かった ③ あまり良くなかった ④ 良くなかった 

【理由：                                】 

 

 

（３）実習期間について、 ひとつ  だけ○を付け、その理由をお書き下さい。 

① 長かった ② ちょうどよい ③ 短かった ④ その他（        ） 

【理由：                                】 

 

 

（４）現地実習で難しかった（習得できなかった）項目について、 

 ２つ以内  で○を付けて下さい。 

（４－１）急傾斜地 

① 路線選定（・図上 ・現地）  ② 切土高（勾配）の設定  

③ 盛土高（勾配）の設定  ④ 構造物の設置（・位置 ・工種 ・施工 ） 

⑤水処理         ⑥ ヘアピンカーブ、スイッチバックの作設 ⑦緑化方法 

⑧ その他（                ） 

 

 （４－２）ぜい弱地盤 

① 路線選定（・図上 ・現地）  ② 切土・盛土   ③ 緑化方法 

④ 構造物の設置（実施した工種         ） ⑤ 水処理 

⑥ その他（                ） 

 

（５）研修の成果（森林作業道作設の技術力）について、 

 ひとつ  だけ○を付け、その理由をお書き下さい。 

①大変向上した   ②向上した   ③あまり向上しなかった   ④向上しなかった 

【理由：                                】 

 

（次のページに続きます） 

（７） 受講生向けアンケートの実施内容 

アンケート実施日：各会場 研修最終日 

アンケート対象者：オペレーター研修受講生（108 名） 

アンケート回収率：100％（108／108 名） 
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（６）研修カリキュラム、現地会場、講師の指導方法など今回の研修で気づいたこ

と、感じたことを具体的にお書き下さい。 

 

 

 

Ｑ２ 今回、オペレーター研修を受講して、より技術力を高めるため、今後更に研修

を受講したいか、 ひとつ  だけ○を付け、その理由をお書き下さい。 

 

① 受講したい（ → 次のＱ３へ） 

② 受講する必要はない 

【理由：                                】 

 

Ｑ３ 今後更に研修で学んでみたい項目について、 ２つ以内  で○を付けてくださ

い。 

（１）急傾斜地 

  ① 路線選定（・図上 ・現地） 

  ② 切土高（勾配）の設定 

  ③ 盛土高（勾配）の設定 

  ④ 構造物（施工したい構造物                     ） 

  ⑤ 水処理方法 

  ⑥ ヘアピンカーブ・スイッチバックの作設 

  ⑦ 緑化方法 

  ⑧ その他（                             ） 

（２）ぜい弱地盤 

① 路線の選定（・図上 ・現地） 

② 切土・盛土 

③ 緑化方法 

④ 構造物（施工したい構造物                     ） 

⑤ 水処理方法 

⑥ その他（                             ） 

 

Ｑ４ 今後の森林作業道作設業務の就労予定について、ひとつ  だけ○を付けて 

ください。また、他の業務に就く場合は、その作業内容（造林、伐木造材、

集運材、土木等）をお書きください。 

① 主に森林作業道作設業務 ② 森林作業道作設業務は他の業務より多い 

③ 森林作業道作設業務は他の業務より少ない ④ 主に他の業務 

  【他の業務の具体的内容：                     】 

その他、ご意見、ご要望等があればお書き下さい。 

 

ご協力ありがとうございました。 
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（８） 受講生向けアンケートの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オペレーター研修について
Q1-(1)　全体について

項　　目 人数 割合
①大変良かった 75 69.4%
②良かった 30 27.8%
③あまり良くなかった 2 1.9%
④良くなかった 0 0.0%
無回答 1 0.9%

合　計 108 100.0%

Q1-(2)　講師について
項　　目 人数 割合

①大変良かった 88 81.5%
②良かった 20 18.5%
③あまり良くなかった 0 0.0%
④良くなかった 0 0.0%
無回答 0 0.0%

合　計 108 100.0%

Q1-(3)　実習期間について
項　　目 人数 割合

①長かった 12 11.1%
②ちょうどよい 64 59.3%
③短かった 27 25.0%
④その他 5 4.6%
無回答 0 0.0%

合　計 108 100.0%
※④その他の意見：実技が短かく物足りなかった

項　　目 件数 比率
①路線選定 41 40.2%
②切土高（勾配） 14 13.7%
③盛土高（勾配） 20 19.6%
④構造物 13 12.7%
⑤水処理 13 12.7%
⑥ヘアピンカーブ等 45 44.1%
⑦緑化方法 10 9.8%
⑧その他 7 6.9%
無回答 6 -

合　計 169 - 
※⑧その他の意見：タナ地形の活かし方、根株の利用

※比率は回答者数（102人）に対する割合

Q1-(4-1)　難しかった項目（急傾斜地）【2つ以内】

項　　目 件数 比率
①路線選定 27 32.9%
②切土・盛土 31 37.8%
③緑化方法 11 13.4%
④構造物 11 13.4%
⑤水処理 27 32.9%
⑥その他 4 4.9%
無回答 26 -

合　計 137 - 
※⑥その他の意見：スイッチバック、天地返し

※比率は回答者数（82人）に対する割合

Q1-(4-2)　難しかった項目（ぜい弱地）【2つ以内】

Q1-(5)　研修の成果
項　　目 人数 割合

①大変向上した 35 32.4%
②向上した 65 60.2%
③あまり向上しなかった 7 6.5%
④向上しなかった 1 0.9%
無回答 0 0.0%

合　計 108 100.0%

■今後の研修受講について
Q2　今後の研修

項　　目 人数 割合
①受講したい 105 97.2%
②受講する必要はない 3 2.8%
無回答 0 0.0%

合　計 108 100.0%

項　　目 件数 比率
①路線選定 48 47.5%
②切土高（勾配） 3 3.0%
③盛土高（勾配） 9 8.9%
④構造物 19 18.8%
⑤水処理 37 36.6%
⑥ヘアピンカーブ等 51 50.5%
⑦緑化方法 4 4.0%
⑧その他 2 2.0%
無回答 4 -

合　計 177 - 
※⑧その他の意見：洗越し、ふとん籠、スイッチバック

※比率は回答者数（101人）に対する割合

Q3　学んでみたい項目（急傾斜地）【2つ以内】
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（９） 受講生の評価 

オペレーター研修受講生108人に対して、講師1人が評価（研修途中で講師が代わった場合は、

その講師も評価）しており、評価した延べ受講生は 120 人である。 

また、講師が評価する項目は「受講態度」、「工法理解」、「作設技術」及び「総合評価」とし、

以下の区分により評価するとともに、適宜コメントを記すこととした。 

 

【評価区分】 

Ａ：かなり良い 

Ｂ：良い 

Ｃ：普通 

Ｄ：現状不十分だが今後改善される見込みあり 

Ｅ：問題あり（修了証は発行しない）

 

 

 

 

 

項　　目 件数 比率
①路線選定 31 37.3%
②切土・盛土 24 28.9%
③緑化方法 3 3.6%
④構造物 24 28.9%
⑤水処理 48 57.8%
⑥その他 3 3.6%
無回答 22 -

合　計 155 - 
※⑥その他の意見：対処した事例について意見交換

※比率は回答者数（83人）に対する割合

Q3　学んでみたい項目（ぜい弱地）【2つ以内】

■今後の森林作業道作設業務就労予定
Q4　就労予定

項　　目 人数 割合
①主に森林作業道作設業務 25 23.2%
②作設業務は他業務より多い 17 15.7%
③作設業務は他業務より少ない 43 39.8%
④主に他の業務 19 17.6%
無回答 4 3.7%

合　計 108 100.0%

■受講態度
区　　分 延人数 割合

Ａ 89 74.2%
Ｂ 30 25.0%
Ｃ 1 0.8%
Ｄ 0 0.0%
Ｅ 0 0.0%

合　計 120 100.0%

■工法の理解度
区　　分 延人数 割合

Ａ 54 45.0%
Ｂ 56 46.7%
Ｃ 10 8.3%
Ｄ 0 0.0%
Ｅ 0 0.0%

合　計 120 100.0%

■作設技術
区　　分 延人数 割合

Ａ 29 24.2%
Ｂ 65 54.2%
Ｃ 20 16.6%
Ｄ 6 5.0%
Ｅ 0 0.0%

合　計 120 100.0%

■総合評価
区　　分 延人数 割合

Ａ 56 46.7%
Ｂ 51 42.5%
Ｃ 13 10.8%
Ｄ 0 0.0%
Ｅ 0 0.0%

合　計 120 100.0%
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【総合評価：Ａのコメント】 

・森林作用道の作設経験が豊富で、工法理解と技術がともに高く、研修で色々なことを吸収しようと

いう気持ちも伝わり、素晴らしい人材である。 

・普段から、職場内の指導者と一緒に森林作業道を作設しているだけあって、基本土工から仕上げま

で非常に良い。 

・質問を積極的に行い、意欲も技術も十分にある。 

・受講者の中で一番操作に慣れていたので、良い見本となる部分が多かった。 

・理解・技術ともに最も優秀で、作業の先を読む行動も的確で非常に助けていただいた。 

 

【総合評価：Ｂのコメント】 

・機械操作が荒い。技術は持っているので、丁寧な作業を心掛けると良くなる。 

・機械操作が少し雑である。バックホウの特性を理解すると良い。 

・基本土工で勘違いしていた部分があったが、実演を通してすぐに理解し実行できていた。 

・工法は理解したと思うが、従来からの我流になってしまう。意見交換の時に、時間をとって認識の

再確認を試みた。 

・工法については良く理解しているが、普段はグラップル付きバケットで作設しているとのことで、

バケットをうまく使えていなかった。床掘と締固めを、丁寧にするよう心掛けること。 

・積極的に理解しようとしているので、技術を磨けば良くなる。 

 

【総合評価：Ｃのコメント】 

・工法は理解しているが重機の操作が不慣れ。もう少し経験を積めば良くなる。 

・路面全体のイメージが出来ていないので、重機の扱いに迷いがある。 

・表土と心土があまり混ざらないようによく勉強すること。重機操作自体は上手で、締固めや仕上げ

の転圧はよくできていた。  
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2. 現地検討会について 

（１） アンケートの実施内容 

アンケート実施日：各現地検討会終了後 

アンケート対象者：検討会参加者（101名） 

アンケート回収率：94％（95／101名） 

 

現地検討会についてのアンケート 
今後の現地検討会をより良いものにするため、以下のアンケートにご協力ください。 

 

（区分）該当する項目に○を付けて下さい（所属先）      （氏名）       

〈 作設従事者 ・ 県担当 ・ 国有林担当 〉 

 

Ｑ１ 現地検討会カリキュラムについて、 ひとつ  だけに○を付け、理由もお書

き下さい。 

（１）開催日程について、どう思いましたか。 

① 長かった  ② ちょうどよい  ③ 短かった  ④ その他（    ） 

【理由：                               】 

 

（２）現地検討会の参加人数について、どう思いましたか。 

① 多かった  ② ちょうどよい  ③ 少なかった ④ その他（    ） 

【理由：                               】 

 

(３) 現地での説明・議論や意見交換方法について、どう思いましたか。 

① 大変良かった ② 良かった ③ あまり良くなかった ④ 良くなかった 

【理由：                               】 

Ｑ２ 現地検討会に参加した結果について、 ２つ以内  で○を付けて下さい。 

（１）現地見学を行いましたが、今後、森林作業道を作設していくうえで、参考に

なった項目はどれですか。 

① 路線選定   ② 切土高（勾配）  ③ 盛土高（勾配） 

④ 構造物の設置(・位置 ・工種 ・作設状況)  ⑤ 路面処理 

⑥ 水処理   ⑦ 緑化方法   ⑧ ヘアピンカーブ等の作設 

⑨ その他（                ）⑫ 参考にならなかった 

（２）意見交換を行いましたが、今後、森林作業道を作設していくうえで、参考に

なった項目はどれですか。 

① 路線選定   ② 切土高（勾配）  ③ 盛土高（勾配） 

④ 構造物の設置(・位置 ・工種 ・作設状況)  ⑤ 路面処理 

⑥ 水処理   ⑦ 緑化方法   ⑧ ヘアピンカーブ等の作設 

⑨ その他（                ）⑫ 参考にならなかった 

（裏に続きます） 
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Ｑ３ 今後、このような現地検討会があった場合の参加希望について、 ひとつ  だ

けに○を付けて下さい。 

① 参加したい   ② 参加したくない   ③ その他（       ） 

 

Ｑ４ 現地見学(急傾斜地やぜい弱地等での森林作業道作設地)の会場提供や、講師

としての案内・説明等の協力について、 ひとつ  だけに○を付けて下さい。 

① 協力できる   ② 協力できない   ③ 現時点ではなんともいえない 

④ その他（                            ） 

 

その他、ご意見・ご要望等があればお書き下さい。 

（急傾斜地やぜい弱地等の森林作業道作設に関する、意見交換テーマや研修教材等についての

ご要望もお書きください） 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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（２） アンケートの結果 

 

 

 

 

 

 

 

■現地検討会のカリキュラム

項　　目 人数 割合
①長かった 2 2.1%
②ちょうどよい 78 82.1%
③短かった 10 10.5%
④その他 2 2.1%
無回答 3 3.2%

合　計 95 100.0%
※④その他の意見：現地会場をもっと見学したい

項　　目 人数 割合
①多かった 4 4.2%
②ちょうどよい 81 85.3%
③少なかった 6 6.3%
④その他 2 2.1%
無回答 2 2.1%

合　計 95 100.0%
※④その他の意見：作設従事者の参加比率が低い

項　　目 人数 割合
①大変良かった 9 9.5%
②良かった 66 69.5%
③あまり良くなかった 10 10.5%
④良くなかった 0 0.0%
無回答 10 10.5%

合　計 95 100.0%

Q1-（1）開催期間について

Q1-（2)参加人数について

Q1-（3）説明・議論、意見交換方法について

■現地検討会に参加した結果

項　　目 件数 比率
①路線選定 24 26.1%
②切土高（勾配） 6 6.5%
③盛土高（勾配） 4 4.3%
④構造物の設置 21 22.8%
⑤路面処理 23 25.0%
⑥水処理 42 45.7%
⑦緑化方法 1 1.1%
⑧ヘアピンカーブ 28 30.4%
⑨その他 5 5.4%
⑩参考にならなかった 2 2.2%
無回答 3 -

合　計 159 - 
※⑨その他の意見：地質や地形から危険箇所を把握

※比率は回答者数（92人）に対する割合

Q2-(1)現地見学で参考になった項目【2つ以内】

項　　目 件数 比率
①路線選定 25 27.8%
②切土高（勾配） 8 8.9%
③盛土高（勾配） 3 3.3%
④構造物の設置 15 16.7%
⑤路面処理 21 23.3%
⑥水処理 42 46.7%
⑦緑化方法 3 3.3%
⑧ヘアピンカーブ 20 22.2%
⑨その他 10 11.1%
⑩参考にならなかった 1 1.1%
無回答 5 -

合　計 153 - 
※⑨その他の意見：土質の種類別の作設方法

※比率は回答者数（90人）に対する割合

Q2-(2)意見交換で参考になった項目【2つ以内】

■今後の現地検討会

項　　目 人数 割合
①参加したい 85 89.5%
②参加したくない 0 0.0%
③その他 9 9.5%
無回答 1 1.0%

合　計 95 100.0%
※③その他の意見：開催場所による

項　　目 人数 割合
①協力できる 17 17.9%
②協力できない 4 4.2%
③現時点ではなんともいえない 63 66.3%
④その他 6 6.3%
無回答 5 5.3%

合　計 95 100.0%
※④その他の意見：森林所有者の理解を得られれば可

Q4現地見学会場提供、講師として案内・説明等

Q3今後の現地検討会への参加について
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3. その他資料 

（１） オペレーター研修 職場内研修支援型（OJT 型）募集要項 

 

森林作業道作設オペレーターの育成強化事業  

オペレーター研修（OJT 型） 

研修実施希望者の募集について 

 

                     一般社団法人フォレスト・サーベイ

 

 前年度までの初級研修では、これから森林作業道づくりに取り組もうとする者を対

象に、主に緩傾斜地での基本土工（表土の除去、盛土基礎部の作設、心土の移動と締

固め、路面の転圧等）を実習し、研修修了者は、盛土、切土等の施工技術を一応習得

したところです。また、その後、自己の職場等で森林作業道作設業務に従事し、経験

を積むことにより基本土工等の技術は一定程度の向上が図られたものと考えられます

 しかしながら、近年課題となっている急傾斜地やぜい弱地盤での森林作業道作設箇

所において、路線選定や応用土工（急傾斜地等での土工、ヘアピンカーブ等）、構造物

施工について、さらなる技術向上が必要となっています。 

 そのため、本事業のオペレーター研修では、初級研修修了者等を対象に、急傾斜地

等で必要とされる森林作業道の作設技術を座学や現地実習で学び、個々の技術レベル

の向上を図るものとします。 

オペレーター研修は、都道府県との共催のほか、職場内研修（OJT 研修）の方法に

よっても実施します。ついては、研修会場を自ら確保して本研修を実施したいとされ

る方（以下、研修実施希望者）を下記により募集します。 

 なお、この研修の実施にあたっては、当法人が講師の派遣や必要な経費負担等の支

援を行います。 

 

１ 研修実施希望者の形態 

 研修実施希望者としては、次のような場合を考えています。 

 ①  林業事業体、企業等が研修会場を確保し、職員等を対象に研修を行うもの。 

 ②  林業関係団体（任意団体を含む）、林業事業体、企業等が研修会場を確保し、研

修者を募集して行うもの。 

 ③  森林所有者が研修会場を確保し、森林所有者が共同して研修を行うもの。 

  

２ 応募の条件 

 研修実施希望者が応募しようとする場合は、次の①～③の条件をすべて満たしてい

ることが必要です。 

① 受講生４人程度を単位として１組以上確保でき、受講生はすべて６の受講要件 

を満たしていること 。 

②  ７の要件を満たす研修会場を確保していること。 



18 

 

 

 
 

③  ３の②にある研修の運営管理者を確保できる見込みがあること。 

 

３ 実施の条件（講師の確保等） 

本研修の実施にあたっては、講師と研修を運営管理する者が必要です。このため次の

①､②が実施の条件となります。 

①  講師の確保 

 本研修の講師には、H22に実施した「路網作設オペレーター養成研修事業」の

指導者研修（上級・中級）修了者、又はH23,24,25に実施した「森林作業道作設

オペレーター育成事業」の指導者研修修了者にお願いすることにしています。 

講師は、当法人が研修実施者の意向、研修の日程等を考慮し、選任・依頼します。

 

②  研修を運営管理する者の確保 

   本研修の実施にあたっては、研修を運営管理（安全管理、事前の準備、事後の

報告を含む）し、講師を補助する方が必要ですが、当法人から、数多くある研修

会場に職員を派遣することは難しいため、研修の運営管理事務を委託することに

しています。 

   委託先としては、研修実施希望者のほか講師又は受講生の所属先、林業や作業

道づくりに関係のある団体（任意団体も含む）等を考えています。 

この運営管理事務の委託に対しては、１日当たり 16,000 円の委託費等を支払

います。 

なお、研修の運営管理事務に従事される者は１人までとします。原則として通

勤可能な方であり、講師や受講生と重複することはできません。 

 

４ 応募及び実施の手順 

応募から実施、報告までの基本的な手順は、次の通りです。 

① 研修実施希望者は、当法人あてに所定の応募書類を提出します。 

② 当法人は、提出された書類の内容をチェックし、応募の条件を満たしているこ

とを確認します。 
③ 応募の条件を満たしている場合、当法人は、講師の選任・依頼を行い、研修実

施希望者と研修日程の調整、研修の運営管理事務受託者（以下、事務受託者と

いう）の選任を行います。 
④ 当法人は、事務受託者に対して、研修の進め方についての詳細資料・必要な数

量の研修教材等を送付します 

⑤ 事務受託者は当法人が負担する研修経費（バックホウのレンタル料及び運搬費

等の相見積もり）の概算額を提出します。  
⑥ 事務受託者は、実習する路線・土工等の具体的な進め方について、講師と事前

に打ち合わせや調査をします。 

⑦ 事務受託者は、研修を管理運営します。 
⑧ 研修終了後、研修の事務受託者は実績報告書、経費の請求書等の書類を提出し

ます。 
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 ⑨ 当法人は実績報告書、請求書の内容を確認し、請求者に経費等を支払います。

 

５ 応募に関する留意点   

  本研修の実施は、基本的に応募の先着順とし、実施の条件が整い次第、順次実施し

ます。 

 なお、受講者の募集定員は100名程度を予定しています。応募者多数の場合は、

研修の実施の確実性等から、林野庁との協議の上最終決定します。 

 

６ 受講対象者（受講要件）   

以下の①～③とともに、④又は⑤に適合することが必要です。 
① 労働安全衛生法の定める車両系建設機械運転手（整地・運搬・積み込み用及び

掘削用、機体重量３ｔ以上）の有資格者であること。なお、地山掘削作業主任

者についても有資格者であることが望ましい。 
② 労働安全衛生法の定める伐木作業者の有資格者であること。 
③ 本研修期間中も労働災害保険の適用を受けている者（農林業等の個人事業主に

ついては、特別加入労働災害保険に加入している者）であること。 
④ H22 に実施した「路網作設オペレーター養成研修事業」およびH23,24,25 に実

施した「森林作業道作設オペレーター育成事業」の初級研修修了者。 
⑤ ④の初級研修未受講者であるが、以下のいずれかの要件を満たす者であって、

基本的な土工についての考え方を理解している者。 
   ‐ 作業道作設経験を1,000時間以上又は5 ㎞以上有する者 
   ‐ 国、県等の実施した作業道作設研修の受講実績を有する者 
 
※１ ①、②については、資格証等のコピーを研修実施２週間前までに当法人に提

出してください。なお、バックホウの操作技術が不十分、伐倒ができない等

により十分な研修ができなかったと講師等が判断した場合、当該受講者に修

了証の発行はできません。 
※２ 緑の雇用担い手対策事業における研修生が受講する場合、本研修の実施期間

は同事業による研修実施日から除外し、補助事業による研修が重複して実施

されないように注意してください。 
 

７ 研修会場 

 研修会場は、基本的には、急傾斜地やぜい弱地盤での実施となりますので、以下の

要件を満たす場所を研修会場とします。 
① 実習予定の路線上に中～急傾斜地やぜい弱地盤箇所があること。 
② 応用土工（急傾斜地等やぜい弱地盤での作設工法等）及び路線選定が可能であ

ること。 
③ 座学予定箇所からアクセスがよいこと（概ね30～40分程度以内）。なお、座学

予定箇所にて会議室等を確保すること。 
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④ 研修中の路線変更が可能なこと。 
⑤ 保安林等制限林の場合、作業許可等必要な手続きを了していること。 
⑥ 受講人数が２班以上の場合、効率的・効果的な研修とするため、２班以上の同

時実施が可能なこと。 
 

※１ 国有林の素材生産請負箇所は対象外となります。 

※２ 研修による作設延長については確約できませんので事前に所有者に了解を得

てください。 

※３ 研修で伐倒した支障木については、林内に入れ込む、森林作業道脇に置いて

おく等まで研修で実施します。原則として土場までの搬出作業等は実施しま

せん。また、立木代金や搬出等にかかる経費の負担もできません。 

 
 

８ 研修期間等 

 ４日間（30時間程度） 

※１ 研修初日が午後から始まる場合は延べ５日間になります。 

  ※２ 効果的な研修とするためにできるだけ連続して実施する日程を設定してく

ださい。週末の休日をはさむ程度の日程なら問題はありません。また、業

務や講師の都合等により日程が連続しない場合も、間隔が10日以上空かな

いようにしてください。 

※３ 研修期間は 30 時間程度としており、始業 8 時 30 分、終業 17 時を基本に

し、日没時刻等を勘案して、その時間数の確保に努めてください。 

   

 

９ オペレーター研修の内容等 

オペレーター研修の趣旨を踏まえ、急傾斜地やぜい弱地盤での作設技術実習に多く

の時間を当て、次のような研修カリキュラムとします。 
① 急傾斜地やぜい弱地盤での作設における特性や留意点等を現地で指導。 
② ヘアピンカーブや洗い越し等の応用土工、及び構造物施工の実習。 
③ 路線選定についての指導（実習路線及びその選定理由の指導、周辺区域も含め

た現地踏査）。 
④ 路線選定、各種土工等に関する意見交換の実施。 
⑤ 森林作業道の趣旨、基本・応用土工、安全作業のための遵守事項等を座学、実

習により確認。 
 
なお、実習ができない雨天時等には、研修地近くの既設作業道を見学し、雨水の

流れ方（水みち）の確認、路体や構造物の作設状況等について指導、意見交換を実

施します。このため、事前に見学箇所を選定しておいてください。 
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※１ ②の実施については、現地研修箇所の状況により、講師、研修実施希望者

等が適宜判断するものとします。ただし、研修実施希望者は、どのような

応用土工を実施するか講師と事前に検討してください。また、③の実施方

法、場所等についても、講師と事前の調整等をしてください。 
※２ 座学は、原則として、当法人の担当者が実施します。 
※３ 研修の各日には、その日の研修の理解度等を確認するテストを実施し、講

師 
が研修を進める上での参考とします。 

※４ 研修教材は、「研修教材2010 森林作業づくり」及ぶ「補助教材2014」、そ

のＤＶＤ等を使用します。 
 ※５ 研修教材や研修の進め方等についての資料は、研修計画の決定後に送付い

たします。 
 
標準的な研修日程 

区分 第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 

午 前 

・開講式 

・オリエンテーション 

・座学 

（森林作業道・路線

踏査・応用土工・ 

 安全管理等につ

いて） 

・作設実習 

（基本土工） 

（応用土工） 

・作設実習 

（応用土工） 

・作設実習 

（応用土工） 

午 後 

・現地踏査 

（路線選定等） 

・作設実習 

（応用土工） 

・作設実習 

（応用土工） 

・作設実習 

 （応用土工） 

・意見交換会等 

・閉講式 

 

 

10 受講費用等の経費負担について 

（１） 研修受講料は無料です。 

（２）当法人にて負担できる経費は参考資料『研修に係る経費の負担について』を必

ずご確認ください 

（３）受講に際して、「研修教材 2010 森林作業道づくり」を教材として使用します

ので、研修時には、持参してください。なお、お持ちでない場合は、1,080 円

で販売しています。 
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11 応募の申し込み及び締め切り期限 

（１）提出書類等 

   所定の応募書類（別紙様式１,２を添付）と研修予定会場の図面等を、FAXまた

はメールにより事前に送信し、その後郵送してください。 

 

（２）締め切り期限 

平成26年9月5日（金）まで。 

 

（３）提出先 

一般社団法人フォレスト・サーベイ 

森林技能者育成事務局 

   〒102-0085 東京都千代田区六番町７番地 
ＴＥＬ：03-6737-1297  ＦＡＸ：03-6737-1298  
メール： romou@f-survey.jp 
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（２） 事業パンフレット 
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