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2. アンケート調査 主な自由回答 

(1) 都道府県 

回答 
No. 

質問 回答結果 

21 林業普及指導事業の推進、林業

普及指導員および森林総合監理

士（フォレスター）の育成等に

関するご意見など、ご自由にご

記入ください。 

森林総合監理士の業務は林業普及指導員とは異なると

のことだが、実際には林業普及指導員から森林総合監理

士になる。 
現場における両者の働きに違いは無いと考えており、森

林総合監理士が林業普及指導員の一区分となったこと

は結果として良かったと思う。 
むしろ、専門的な技術と知識を有する林業専門技術員を

廃止したことの方が、将来、困ることになると考える。

特に特用林産、林業機械は専門的な知識と技術の両方を

備えていないと指導が出来ないため、現在の「林産」「施

業技術」に含まれているような状態ではその分野の普及

指導の専門家は育たない。 
25 林業普及指導事業の推進、林業

普及指導員および森林総合監理

士（フォレスター）の育成等に

関するご意見など、ご自由にご

記入ください。 

県の林業普及指導員の任用について、将来的には森林総

合監理士の有資格者とする方向で検討しているが、現実

の資格者数とのギャップが大きく、林業普及指導員の資

質向上、森林総合監理士有資格者の確保が課題。 
県の出先事務所等への森林総合監理士の配置について、

市町村や森林組合・林業事業体から不公平感が出てくる

ことが想定されるので、出先事務所への配置に苦慮し

た。 
森林組合・林業事業体を含む一般的な認識は、認定森林

施業プランナー＝森林総合監理士、認定森林施業プラン

ナー＞林業普及指導員であり、認定プランナー数に応じ

た森林総合監理士の確保が必要。 
35 林業普及指導事業の推進、林業

普及指導員および森林総合監理

士（フォレスター）の育成等に

関するご意見など、ご自由にご

記入ください。 

当県には森林総合監理士が 1 名しかおらず、普及指導員

として配置されていないため、各指導区では、林業普及

指導員（准フォレスター）がその任を果たしている。 
森林総合監理に求められる知識・技能の習得は、職務を

行っていくうえで大変重要と考え、研修の開催等支援を

行ってく考え。しかし、森林総合監理士の位置づけが曖

昧なため、資格試験の受験者拡大につなげるのが難し

い。また、指導方針等での森林総合監理士の位置づけに

も苦慮している。 
36 林業普及指導事業の推進、林業

普及指導員および森林総合監理

士（フォレスター）の育成等に

関するご意見など、ご自由にご

記入ください。 

本県では、今後の林業普及指導体制の構築を鑑み、次の

２点について検討している。 
①林業普及指導員（若手・中堅）の中から施業技術、林

産及び森林経営などに精通した技術者を育成する 
②林業普及指導員、フォレスター及び林業革新支援専門

員の役割を明示するとともに、それぞれが連携して普及

指導活動を展開する体制づくり 
【背景】 
・林務職員数（普及指導職員）が減少していく中で、事

務量の負担が増加し、普及指導員に係る負担は益々増大

する傾向にある。 
・この結果、普及指導員が現場に赴き情報収集や事業体
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等に指導する場面が極端に少なくなり技術知識の向上

が停滞しつつある。 
・このため、高度な技術知識を持つベテラン普及指導員

等から若手・中堅普及指導員への伝承を進めるよう取り

組む。 
41 林業普及指導事業の推進、林業

普及指導員および森林総合監理

士（フォレスター）の育成等に

関するご意見など、ご自由にご

記入ください。 

県独自では、研修実施が限られているので、林野庁が

様々な研修を実施していただき助かっている。 
木材の流通やバイオマスに関して、今後ますます知識を

高めていく必要がある。県内の大学には林学科がないの

で、普及指導員等に対し、大学教授等からのアドバイス

などを柔軟にやってもらえるような仕組みがあるとい

い。 
45 林業普及指導事業の推進、林業

普及指導員および森林総合監理

士（フォレスター）の育成等に

関するご意見など、ご自由にご

記入ください。 

森林総合監理士の育成研修の一部が東京都で開催され

ているが、ブロック別の開催にしていただきたい。（旅

費等の負担が大きいため） 

 

(2) 認定事業体 

回答 
No. 

質問 回答結果 

13 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

人手不足は深刻になってきている。研修などだけではな

く、林業全体にもっと元気が出ないと解消できない。国

産材の認識が高まり、利用が増加する施策を期待する。

現場も機械化、待遇改善を図り、若い人が誇りと希望を

持って働ける職場を目指したい。 
27 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

人材育成ももちろん大切だが、ある程度育ってきた人材

をいかに定着させるかも重要なポイントである。人材育

成には長い時間とお金が必要なのだから。 
47 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

森林組合では、経営者（組合長）が定期的に交替するた

め、経営に一貫性がなく、人材育成にも理解が得られに

くい。 
42 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

指導者向けの能力向上、研修をもっと充実すべき（指導

者のレベルが低い） 

62 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

高校や大学、大学校でのカリキュラムや指導のレベルが

バラバラで林業の人材を育成しようという本気度が見

えない。また、各事業体でも育成に対する温度差があり、

日本林業全体のレベルが上がらない。都道府県単位の研

修も内容がバラバラだし、やる事が目的となってしまっ

ている。 
93 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

他業種に比較して、圧倒的に給料面で差がある。土木関

係で 5年仕事をした人間と林業で 5年仕事した人間と比

べると、土木関係の人間の方が給料がいい。この現状が

ある限り、林業で人材は育たない。 
122 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

緑の雇用などで技術研修を受ける機会が多いが仕事の

中で基本が出来ていないことが多い（ベテラン指導員も

含めて）。会社の中での役割や責任について社員全員で

共有出来ていなければ人材育成はむずかしい。経営者の
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意識も含めて、考えることは多い。 
197 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

離島での経営なので時間、費用が本土の事業者にくらべ

多大になり講習や研修（資格取得）などがかなり負担に

なる。 
220 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

①第 1 に、若年層の募集には「林業」を心底からやりた

いと「思わさせる」 
②第 2 に、賃金の底上げ（年収）アップが不可欠。 
③第 3 に、「安全・安心・安定」を証明する→定義みた

いなものをつくる。 
259 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

素材生産は、90％が林業機械に依存するため、ある一定

の経験が必要とするなる。従って、一人前になるために

は、時間を有することから地方に林業職業訓練場の様な

施設があれば、若い林業人を育て、すぐにでも活用でき

る人材センターが必要である。 
346 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

職場外研修等（各免許の取得等）を事業量の少ない冬場

に設けて頂きたいです。 

586 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

ハローワークを通じて人材の求人を実施しているが、若

者の雇用がなかなか厳しい。 

606 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

能力評価の基準が不明確になっている。人材育成やその

他の他の事業体の良い取組みを知りたい。 

675 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

伐倒・経営・機械などの専門的な研修を充実させてほし

い。 

688 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

緑の雇用事業による研修が多くあるが、繁忙期に重なり

易く苦労する。林業技士、プランナーなどの資格を取得

するメリットが見えない。 
946 林業の人材育成全般について、

ご意見等がございましたらご

自由にご記入ください。 

本人のやる気を引き出すやり方を見い出したい。 

 

(3) 市町村 

※直接該当する質問なし 

 

(4) 森林総合監理士、准フォレスター 

回答 
No. 

質問 回答結果 

12 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

森林総合監理士（フォレスター）の知名度アップが必要。

42 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

森林整備に係る補助制度の採択要件に森林経営計画以

外にもフォレスターが企画する長期的な計画（主伐を含

めた循環施業（面的な広がりは無くても可））も取り入

れてはどうか。 
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67 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

県では有資格者数の確保が課題。 

78 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

フォローアップ研修の充実を図ることが必要と考える。

88 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

地方自治体職員なので人事異動でフォレスター活動に

積極的に関わることのないポジションにつくことが多

く、継続的に自分のスキルを磨き続けることが難しい。

100 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

他業務との兼任では無く、専念できるポストの新設。 

102 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

フォレスターの組織化が必要。 

110 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

民間の技術者として、試験を受け登録しています。 
森林林業については、指導員を含め後継者が少ないよう

な感じがありますが、民間を活用する仕組みづくりを進

めるべきではないかと考えています。 
住民に接するのは、市町村等の職員であることは変わら

ないですが、森林林業の発展にあたっては、多くの関係

者を巻き込むべきと考えています。 
特に、閉鎖性の強い業態ですので、出来るだけオープン

な施策をお願いします。 
現状は、あくまでの公務員の資格であり民間技術者が活

躍できる場、情報交換できる場、技術者として対等に議

論できる場が少ないと感じています。 
そのあたりについては、自身の能力をどのように生かせ

るのか考えていますが、答えは出せておりません。 
この事業において活躍場を広げられるような取り組み

が実施されるとよいかと思います。 
123 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

新の研究成果や活動報告のアーカイブ化、SNS 等を

活用した連携。 

146 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

森林総合監理士を増加させたいと思うが、試験の合格率

が低い現状がある。問題に対する正答率等公表してもら

いたい。（2 回失敗者などのモチベーション維持が難し

い） 
148 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

平成 26 年度に森林総合監理士（フォレスター）の試験

を受け、合格した。 
現在，本庁勤務で森林総合監理士（フォレスター）とし

て直接市町村等を指導できるセクションではないが、本

県ではフォレスター連絡協議会があるので、今後も協議

会への積極的な参加を図るとともに、情報収集に努め，
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出先へ移動した際、フォレスターとして活動できるよう

自分自身の体制を整えていたい。 
168 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

継続的な情報提供を望みます。 

187 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

森林総合監理士は、森林・林業における市町村事務のサ

ポートが主な役割であるが、市町村担当者のスキルアッ

プを目的とした研修を多く実施すべき。森林総合監理士

の認知度が低い。 
221 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

今回も認定試験に合格できず、かなり落ち込みました。

今後も普及業務につきたいので、今後も挑戦するつもり

です。 

222 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

フォレスターとしてのあるべき姿を型にはめようとし

すぎではないかと思う。 

228 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

フォローアップ研修や連絡会議は是非とも継続して頂

きたい。 

256 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

フォレスター活動の補助教材として、市町村職員が市町

村森林整備計画の策定や運用（伐採届出制度等を含む）

の基本を学習できる支援ツール（マニュアル本、または

DVD など）を作成していただきたい。 
270 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

県のフォレスター活動方針が示されなければ、活動の促

進にはつながらないと思う。 

376 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

フォレスターの意義、役割、業務、配置、処遇などの明

確化については、国や都道府県等それぞれの組織内にお

いて未だ試行錯誤の途上にある。これらの確立と同時並

行して、自由な発想で具体の成果を蓄積することが求め

られている。 
501 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

フォレスターに計画認定、補助金査定業務等の権限を持

たせてほしい。 

507 後に、森林総合監理士（フォ

レスター）の活動の促進等に関

するご意見など、ご自由に記入

下さい。 

継続的な研修機会の提供。関係書籍の紹介など 新情報

の提供。 
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(5) 森林施業プランナー 

回答 
No. 

質問 回答結果 

10 後に、森林施業プランナーの

育成等に関するご意見など、ご

自由に記入下さい。 

どんなに資格を有していても、地域事情や森林所有者の

思いなどが理解できていなければ何にもならない。自分

たちの仕事は人の財産を分け与えてもらい、管理をさせ

てもらう事であるという大前提を決して忘れてはいけ

ないと思う。様々な思いを持った森林所有者と交流が持

てるような研修があれば面白いのではないかと思う。 
20 後に、森林施業プランナーの

育成等に関するご意見など、ご

自由に記入下さい。 

育成研修は重要だと思う。 

35 後に、森林施業プランナーの

育成等に関するご意見など、ご

自由に記入下さい。 

自分の勉強にはなったが、認定森林施業プランナーのメ

リットを特に感じられない。事業体が育成をしたくなる

ようなメリットを生みだしてください。 
56 後に、森林施業プランナーの

育成等に関するご意見など、ご

自由に記入下さい。 

基本的な養成は今までのやり方で良いと思いますが、実

際の経験が何よりも大事だと思います。 

64 後に、森林施業プランナーの

育成等に関するご意見など、ご

自由に記入下さい。 

認定森林施業プランナーの資格を取得した方々を対象

に、一定期間が経過すれば知識・技術・能力等が順調に

向上しているかのチェックをされてはいかがかなと思

います。 
そうすることによって、個々人の意識が高まるでしょう

し、現在の自分のレベルも把握が出来ると思います。普

段職場の中で仕事をしているだけでは、自分のレベルと

いうものを図る機会がまったくないので、そういったも

のがあれば有難いです。 
71 後に、森林施業プランナーの

育成等に関するご意見など、ご

自由に記入下さい。 

プランナーの育成も重要であるが、組合長・参事・役員

等の上層部に特化した研修も重要であると思う。（役職

員が一体となって取り組む必要がある） 
101 後に、森林施業プランナーの

育成等に関するご意見など、ご

自由に記入下さい。 

森林施業プランナーとして、継続していけるフォロー体

制の構築。 

128 後に、森林施業プランナーの

育成等に関するご意見など、ご

自由に記入下さい。 

以前、日吉町でのプランナー研修に参加して、全国的に

森林組合職員のレベルの低さが感じられました。森林施

業プランナーの認定も施業集約化の間伐等に特化する

だけではなく、森林整備等の全般に関することに精通し

てなければならないと思います。 

 

(6) 森林作業道作設オペレーター 

回答 
No. 

質問 回答結果 

5 後に、森林作業道作設オペレ

ーターの育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

作業員の高年齢化は否めないので、若い人にも広まって

いけばいいと思います。 

22 後に、森林作業道作設オペレ

ーターの育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

都道府県単位の講習を望みます。 



 
 

360

52 後に、森林作業道作設オペレ

ーターの育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

継続してこそ育成ができると思います。 

60 後に、森林作業道作設オペレ

ーターの育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

地域・地形に応じた研修の必要性（地域によっては役に

立たない内容もある） 

83 後に、森林作業道作設オペレ

ーターの育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

若い技術者を増やす 

107 後に、森林作業道作設オペレ

ーターの育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

5 年目、10 年目のフォローアップ研修などをするとよい

と思う 

116 後に、森林作業道作設オペレ

ーターの育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

今現在は森林作業道の作設が搬出間伐をする際のメイ

ンとなっているが、今後、列状間伐等が増えたり皆伐メ

インになりつつあるため架線作業が増えてくることも

考えられる。作業道の必要性や他の作業システム等の研

修も必要となるため、 新の高性能林業機械にいち早く

対応できるような研修や講習・視察等の開催を希望す

る。 

 

(7) 統括現場管理責任者、現場管理責任者 

回答 
No. 

質問 回答結果 

33 後に、統括現場管理責任者

（フォレストマネージャー）、

現場管理責任者（フォレストリ

ーダー）の育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

全国規模の研修でそれぞれの地域の取組が聞け参考に

なった。 

51 後に、統括現場管理責任者

（フォレストマネージャー）、

現場管理責任者（フォレストリ

ーダー）の育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

研修に参加するだけでもらえる資格でなく、試験等を設

け、取得後には権限を与えるべきである。 

54 後に、統括現場管理責任者

（フォレストマネージャー）、

現場管理責任者（フォレストリ

ーダー）の育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

全国的な横のつながりを深める研修、交流会を頻繁に行

った方が良いと思う。 

97 後に、統括現場管理責任者

（フォレストマネージャー）、

現場管理責任者（フォレストリ

ーダー）の育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

林業の業界が生まれ変われる可能性を秘めていると思

うので、ぜひこの制度は継続してもらいたい。 

120 後に、統括現場管理責任者

（フォレストマネージャー）、

現場管理責任者（フォレストリ

ーダー）の育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

研修などで知識を得ても、なかなか現場で生かせない。
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129 後に、統括現場管理責任者

（フォレストマネージャー）、

現場管理責任者（フォレストリ

ーダー）の育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

県内の情報交換はしているが、県外のマネージャー、リ

ーダーとの情報交換はできていないのが現状だと思わ

れる。互いの技術向上、意識改革の上でも必要と思われ

るので簡単に情報共有できる場が必要である。 

295 後に、統括現場管理責任者

（フォレストマネージャー）、

現場管理責任者（フォレストリ

ーダー）の育成等に関するご意

見など、ご自由に記入下さい。

今回私が受講したフォレストリーダー研修では良質な

講師が多くいたので非常に有用な情報を手に入れる事

ができたり、講習内容もすばらしいものが多かったが、

他のフォレストリーダー研修の参加者によっては、内容

が良くなかったとの話を聞く事もあったので、統一され

た講師のレベルが必要ではないかと感じた。 

 

(8) 林業専門高校 

回答 
No. 

質問 回答結果 

32 貴校における森林・林野教育を

より充実にさせるために必要

とする課題や提案について、ご

記入ください。 

地域を教材として活用しながら、地域から求められ、必

要とされる森林・林業教育の展開。 
 活動できるフィールドの確保 
 産官学の連携 
 教育委員会、県の林政部など管轄を超えた森林・林

業教育の展開 
36 貴校における森林・林野教育を

より充実にさせるために必要

とする課題や提案について、ご

記入ください。 

林業の興味や魅力が伝えられない現実がある。 
土木・建設のような施工管理資格が林業にははっきりな

く、高校生が受けることができない。 
林業の指導者（教員の不足）、岐阜県でも専門が違う人

が教えている。 
高性能林業機械などがない。昔ながらの林業を教えるし

かない。 
41 貴校における森林・林野教育を

より充実にさせるために必要

とする課題や提案について、ご

記入ください。 

公務員等を含めて森林・林業技術者を目指した教育内容

の充実が課題。教育課程を上記に対応した内容（特に測

量、森林科学、森林経営、林産加工等）の時間数を増や

し、実技実習をできるだけ体験させたい。 
現状では、演習林を活用した実験実習も増やしたいが、

学校より離れた地域にあり、移動時間や移動手段にも支

障をきたす。 
また、学校行事や他の教科、科目との関連もあり、演習

林実習の時間を設定しにくい状況にある。 
しかしながら、上記の目標を達成するために、演習実習

の充実を図りたいと考えており、専門的林業技術のアド

バイスや専門教育の指導者の人材派遣や、実習設備の支

援、共同研究の連携についての協力をお願いしたい。 
47 貴校における森林・林野教育を

より充実にさせるために必要

とする課題や提案について、ご

記入ください。 

古くから綿々と受け継がれてきた樹木を育て、山を作っ

ていく林業技術の素晴らしさと重要性を、今の若者気質

にあった形で情報提供してほしい。今春公開された映画

「wood job」や 13 回目を迎える「森の聞き書き甲子園」

などの事業を数多く企画してほしい。15 分程度のビデ

オ等で世界の森林・林業や日本の森林・林業をわかりや

すく伝えるライブラリーを整備してほしい。これまで

も、そのような教材は作られたが、堅いイメージがぬぐ
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えない。実物の強みはゆるぎないもので地元の森林を見

学するなど工夫しているが、限界がある。 
53 貴校における森林・林野教育を

より充実にさせるために必要

とする課題や提案について、ご

記入ください。 

教科書を利用して授業展開をしているが、副教材的な資

料、ワークブックがあると教えやすい。実習をする前段

階でも説明する資料は、インターネットなどからプリン

トして使うことがよくある。（もしくは自作資料） 
61 貴校における森林・林野教育を

より充実にさせるために必要

とする課題や提案について、ご

記入ください。 

林業に関する高額な機械等の予算は、つきにくいのが現

状で、より森林・林業教育を充実させるためには、でき

るだけ生徒のために予算を確保してもらいたい。 

66 貴校における森林・林野教育を

より充実にさせるために必要

とする課題や提案について、ご

記入ください。 

入学者が少なく、演習林実習を中心とした活動が充実し

ていないのが現状であるため、定員の確保が大きな課題

である。 

 

回答 

No. 

質問 回答結果 

4 貴校の卒業生が、森林・林業関

係に就職するために、必要とす

る課題や提案がありましたら、

ご記入ください。 

女子の就労環境整備が必要。本校森林科学科は入学者の

半数が女子であるが、林業関連企業に就職できる生徒は

まれ。 
早期離職を防ぐための職業・企業理解の一層の推進。 
技能労働者としての就職が大半で、技術を柱とした専門

教育が直接的には活かされていないと感じることがあ

る。実習での林業体験、見学等での意識付けなど、専門

教育が全く活かされていないわけではないが、技術者と

しての採用もほしい。技能労働を志向する生徒も多い。

全員が技術者でなければならないと考えているわけで

はありません。 
8 貴校の卒業生が、森林・林業関

係に就職するために、必要とす

る課題や提案がありましたら、

ご記入ください。 

森林関係の求人が少ないと同時に仕事としての森林・林

業についての情報不足があげられる。 
かつてのように森林関係の公務員、団体職員等の募集人

数を増やすことにより、地域林業（企業）の活性化が図

られるのではないか。 
61 貴校の卒業生が、森林・林業関

係に就職するために、必要とす

る課題や提案がありましたら、

ご記入ください。 

林業関係の求人が確定する時期が遅く、7 月求人、9 月

5 日受付、9 月 15 日以降採用試験の一般求人を優先して

受験することになるため、林業関係の就職先を受験する

ことは難しい。 

 

回答 

No. 

質問 回答結果 

3 その他、森林・林業について、

林野庁へのご意見・ご要望があ

りましたらご記入ください。 

「緑の雇用」「プランナー」「フォレスター」の研修体系

も参考に、高校での林業教育がさらに人材育成に寄与で

きるシステムを作りたい。これらの研修の内容が詳しく

分かるような資料をください。（何をどのように教えて

いるのか、など） 
出来れば、高校の林業教員もこれらの研修に参加する機

会を設けてほしい。 
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9 その他、森林・林業について、

林野庁へのご意見・ご要望があ

りましたらご記入ください。 

現在、林業を学ぶ者、あるいは、それ以外の生徒で森林・

林業に興味を持つ生徒が殺到するような産業になるた

め、国はどのくらい対応できるか。これからの森林を守

ることイコール、これからの林業従事者を確保するこ

と。これからの従事者にどれくらい投資するか。林業と

いう産業を他産業より魅力あるものにするために予算

を投じる政策を期待しています。 
15 その他、森林・林業について、

林野庁へのご意見・ご要望があ

りましたらご記入ください。 

高校生でも行える外部研修や講話等の情報が欲しい。 

19 その他、森林・林業について、

林野庁へのご意見・ご要望があ

りましたらご記入ください。 

千葉県では唯一、林業関連の学習をしていますが、この

ままでいくと系列が消失してしまう可能性があると思

います。生徒は楽しく実習に取り組んでいますが、生業

としては成立していません。林業という言葉を残してい

くには、課題が多すぎてよくわかりません。 
32 その他、森林・林業について、

林野庁へのご意見・ご要望があ

りましたらご記入ください。 

一つの学校ごとに森林・林業教育を充実させていくには

限界がある。実際の現場での体験を充実させるには、人

員、施設、設備、経費などいろいろな点で課題が多い。

将来のスペシャリストを育成するためにこうした課題

を解決するための政策をお願いしたい。 
実際の林業現場での体験学習やインターンシップが実

施でき、森林・林業再生プランで目指すような社会に貢

献したいと考えるような生徒たちを育成できる環境整

備をお願いしたい。 
47 その他、森林・林業について、

林野庁へのご意見・ご要望があ

りましたらご記入ください。 

林業白書等で森林・林業施業に関する様々な統計が行わ

れ、わかりやすく解説されているが、地元の林業施業の

状況等はまだ体系的な整理がなされていないと思う。民

有林の現状を掌握することは難しいかもしれないが、個

人情報に配慮した上で公共機関がわかりやすい図表に

するなどして公開してほしい。教育現場で生徒に地元の

現状やこれまでの推移等を示すことが出来るならより

身近な教材を基に林業施業計画等の学習が進められる

と思う。 

 

(9) 林業大学校 

回答 
No. 

質問 回答結果 

3 後に、森林・林業関連の教育

等に関するご意見など、ご自由

に記入下さい。 

日本における林業技術者に必要な技能を整理し、体系的

な技術者育成カリキュラム・プログラムを構築する必要

がある。その中で、高校・大学・大学校・社会人研修の

役割を整理し、実践する必要がある。就業先との連携も

欠かせない。きちんと専門教育を受けた者に対する優遇

措置（優先的に就業できる、所得に反映するなど）も重

要である。 
4 後に、森林・林業関連の教育

等に関するご意見など、ご自由

に記入下さい。 

近年、林業のみならず自然環境保護など学生の就学目的

が多様化しているように感じられるが、今の体制では対

応できない。 
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6 後に、森林・林業関連の教育

等に関するご意見など、ご自由

に記入下さい。 

本校林業科は、2 カ年課程になって 20 年を経過。当初

導入した高性能林業機械等の機具は老朽化が進み、 新

鋭の機具に更新する必要があるが、県財政の悪化の中、

経費の捻出は困難な状況。したがって、教育に必要な機

具等の整備に対する国の支援が必要。 

 

(10) 大学 

回答 
No. 

質問 回答結果 

1 後に、森林・林業関連の教育

等に関するご意見など、ご自由

に記入下さい。 

フォレスターに関して言えば、フォレスター活動を取り

巻く行政・行政組織間の関係など体制の改善や、フォレ

スターがこれを自ら打開する努力をすることが教育に

もまして重要であり、また教育と車の両輪と考えない

と、いくら教育体制を整えても機能しない。 
2 後に、森林・林業関連の教育

等に関するご意見など、ご自由

に記入下さい。 

1）准フォレスター研修での講師経験から，県庁や国有

林職員の CPD の一部を大学教員が支援することが大事

だと感じている（研修前から知識を総合的に持っている

受講生は必ずしも多くない。特に森林づくりや生物多様

性保全）。 
2）FL 研修での講師経験から，現場技術者の CPD の一

部を大学教員が支援することが大事だと感じている（実

力に大きな開きがあり，経験年数とリーダーとしての潜

在能力は相関していないように感じる）。 
3）現状では，森林施業プランナーと FL との間に溝が

ありそう（プランナーは適合するかどうかで森林経営計

画を立てがちで，その実行可能性が十分に精査されてい

ない事例もあると聞く。その場合，無理な整備計画のし

わ寄せが FL，FW といった現場技術者に行き，安全第

一の現場管理ができなくなることが危惧される）。フォ

ローアップとして，プランナーと FL が連携する実践的

な研修があっても良い。 
4）森林総合監理士には森林の科学的な見方が要求され

る。ただ，こうした見方をそのまま専門用語や数字で説

明しても，大学教員や県庁職員は理解しても，FL らの

現場技術者が理解できるとは限らない（FL 研修では，

「林分材積 700 立方と言われても，ピンと来ない」と異

口同音に言われた）。CPD の一環としてインタープリタ

ーとしてのスキルを向上させることも大事だと思う。 
5）森林科学系の学部教育では，演習林実習をセットに，

基礎をまんべんなく教えるのが良い（県庁や国有林に就

職した卒業生複数名に聞き取りしたところ，異口同音に

その効果を指摘する）。 
11 後に、森林・林業関連の教育

等に関するご意見など、ご自由

に記入下さい。 

森林・林業関連の教育は理論と実践が必要。現場で指導

できる人材を育成しているが、産業としての林業の低迷

により、その行き場が限られていることは残念である。

多くの木材を利用することがその低迷を防ぐものと思

われます。国産材の活発な利用が国内の森林・林業を盛

り返すものと思います。地方の末端の底辺を揺り動かす

ことが必要です。私学の森林・林業教育はその底辺部分



 
 

365

で活躍できる人材の育成にも力を注いでいます。 
25 後に、森林・林業関連の教育

等に関するご意見など、ご自由

に記入下さい。 

新の事情を踏まえて、幅広い視野からの教育を進めて

いる。一方で、あたらしい林業を支えるには、科学的な

裏付けが必要で、それを大学で行っている。そのとき、

何が問題になっているかは、行政や現場と接触すること

で得られるが、特に県庁が農業、水産業と一緒になって、

林業特有の動きが制限されるような傾向があり、やりに

くくなっている。さらに、県の行政も行政に追われて、

県の試験場は人員削減で地元の研究がしづらくなって

おり、一方で県の行政はとにかく施策を施行しており、

もっと教育、研究さらに行政・現場との連携の重要性を

痛感している。 

 

  




