
③運営改善報告書の概要 

７ブロック事務局において研修ごとに作成された運営改善報告書の概要は、以下のとおり。 

ブロック 研修テーマに関すること 研修運営全般に関すること 

北海道 ・①(旭川市)において、机上演習の最初

に、各班の検討テーマを決めなかったた

め、検討の方向にぶれが見られたが、②

(足寄町)では検討テーマを決めてから演

習に入ったので、よりまとまった成果が

発表された。 

・①(旭川市)、②(足寄町)ともに、研修

会場の設備が整っていた。 

東北 ・事前課題レポート、研修テーマの内容

が幅広かった。また、現地検討において、

作業システムを見るには時間的に厳しか

ったため、今後は、研修テーマを絞り込

む。 

・全体的に質疑が低調だったため、今後

は、ペチャクチャタイム、アイスブレイ

クなどの工夫を行う必要がある。 

・ブロック事務局の対応人数が１名とさ

れているが、研修運営の全体管理として

は２名必要と感じた。 

関東 ・当該研修のテーマについては、受講生

の関心が高いことがふりかえりシートな

どで確認できることから、研修テーマと

しては問題なしと感じた。 

・ギャップの解説を行った現地実習では、

受講生の隊列が長くなってしまったた

め、全員に声が行き届いていたか不安で

あった。今後は、後ろから踏査を早める

よう促す係が必要か検討する。 

中部 特記事項なし。 ・講義パワーポイントの画面切り替えが

スムーズに動作しない時があったため、

今後は、当日使用するパソコンで事前に

シミュレーションを行う。 

近畿中国 ・シカ被害の低減については、生態、実

態、今後の課題は理解できたが、実際の

被害防止対策の具体的な事例の提示があ

った方が良いとの意見もあり、受講生の

レベルに応じて、駆除、防除事例とその

場合の課題などへ研修テーマを変更する

ことも検討する。 

・低コスト造林については、事前課題提

出資料の班内共有は図ったが、提出資料

に対して、コメントや全員での検討など

がなかった。受講生の意識・技術力に差

があると判断されたことから、班内共有

の時間を重視したが、受講生のレベルが

揃うようであれば、事前課題提出資料の

共有時に全体で議論する時間を設ける。 

・タイムスケジュールを設定していたが、

全体を通して、時間のロスが多かったた

め、タイムスケジュールの管理をする者

から、班に張り付く者へ明確に指示を出

すようにする。 

・２日目午後の現地検討は、視察ポイン

トが明確になっておらず、班単位での検

討になっていなかった。今後は、班の誘

導について、明確に事前調整・指示を行

い、検討会などの実施を前提とした試験

地の設定を検討する。                  

・テーマ３点で 15分の発表は長く感じ、

質問前にペチャクチャタイムがなかった

ため、質問内容を班で共有できなかった。

今後は、発表時間を 12分程度とし、質問

時間前に班での共有時間を設ける。 
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四国 ・四国では、大型製材や新規のバイオマ

ス事業が予定されており、木材の増産に

よる安定供給が大きな課題であることか

ら、今回の研修の内容は、現状に則した

内容だった。 

・運営、進行、研修会場、実習場所、運

営体制については、森林管理局とも協力

して運営でき特に大きな問題はなかった

が、次回は、受入事業体や研修の運営の

負担についても十分考慮した上で研修内

容を検討する。 

九州 ・特にコンテナ苗への関心が非常に高く、

各県の導入状況に濃淡はあるが、受講生

はメモをよく取り、質問も非常に活発だ

った。九州では非常にタイムリーな内容

であり、テーマ設定とカリキュラム内容

は良かったと考えられる。ただし、時間

の不足などに対する指摘が受講生から寄

せられ、スタッフミーティングでも取り

上げられた。 

・カリキュラムがタイトで、現地踏査の

時間がもう少し長い方が良い。また、２

日目のグループワークと発表が駆け足だ

ったため、２泊３日の日程とするか、１

日目と２日目の現場が近いので、１日に

まとめるなど工夫が必要。 

・課題発表において、班で意見を整理し

たＫＪ法をそのまま発表したため、各班

の検討内容が伝わりづらかった。ＫＰ法

など他の発表方法を検討する余地がある

のではないか。 

・両日ともにふりかえりシートを記入し

たが、班内での共有の時間がなかった。

班内共有が研修効果を高めるため、ふり

かえりと共有は常にセットと考え、時間

確保するべきではないか。 
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④実践研修(現地検討)の課題の整理及び総括 

 平成 26年度の実践研修(現地検討)は今年度初めて実施する研修で、森林管理局が主体となって

企画・運営したが、各ブロックともほぼカリキュラムどおりに研修を実施することができた。 

 受講生の内訳は各ブロック様々だが、全体として、准フォレスター95名(46％)、技術者育成研修

修了者 71名(34％)、フォレスター関係の研修未受講者 42名(20％)となった。 

 

ア 課題の整理 

 以下、受講生アンケート、各ブロックからの運営改善報告書から、主な課題を抽出・整理した。 

ⅰ ブロック別の課題 

ブロック アンケート結果を通じての課題 運営改善報告書を通じての課題 

北海道 ・「研修内容の理解度」は５と４の回答

が①(旭川)は 84％と高く、②(足寄)は

67％と前回に比べ下がった。①、②とも

に３と回答した受講生からは「時間に比

べ講義内容が多い」という時間と内容量

のバランスに対する意見が目立った。特

に②の受講生から時間に対する不満意

見が多かったことから、会場と現地実習

地までの距離などにより全体の時間設

計に①との差があったと推察される。 

・①(旭川)の際、机上演習の最初に、各班

の検討テーマを決めなかったため、検討の

方向にぶれが見られたが、①(旭川)での反

省を踏まえ、②(足寄)では、検討テーマを

決めてから演習に入ったので、よりまとま

った成果が発表された。来年度も引き続

き、受講生の議論が深まる工夫を続けてい

くべきではないか。 

東北 ・「テーマ設定の満足度」は５と４の回

答が 65％で「業務に必要なテーマだっ

た」などのコメントが寄せられたが、一

方では「作業システムの基本情報が不足

していた」など３以下の割合がやや多か

った。 

・研修テーマや事前課題レポートの内容が

幅広く、また、現地検討においても時間不

足が見られたため、今後は、研修テーマを

絞り込み、発表内容や質疑が活発になるよ

う、改善の余地があるのではないかと考え

る。 

関東 ・「研修内容の理解度」は５の割合が多

い一方で２を含む３以下の割合も多く、

やや二極化しているが、３以下の回答で

も「今後知識を身につけたい」など前向

きな意見が見られた。 

・現地実習では、受講生の隊列が長くなり、

受講生全員に講師の声が行き届いていた

か不安であったため、来年度、後ろから踏

査を早めるよう促す係が必要か検討する

必要がある。 

中部 ・全体を通して評価が高く、二泊三日の

日程でも「もう少し深めたかった」等の

要望が多く見られた。 

・講義パワーポイントの画面切り替えがス

ムーズに動作しない時があったため、今後

は、当日使用するパソコンで事前にシミュ

レーションを行い、研修がスムーズに行わ

れるよう、事前確認を徹底するべきでない

か。 

近畿中国 ・「研修の進行・運営の評価」がやや低

かったが、「討議の時間が少ない」、「検

討項目を絞るべき」等、全て内容と時間

・タイムスケジュールを設定していたが、

全体を通して時間のロスが多く、また現地

検討の内容が、講師・スタッフに十分周知
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配分の調整に関わる指摘であった。 されていないことがあった。研修運営がス

ムーズに行われるよう、講師・スタッフへ

の連絡は徹底するべきではないかと考え

られる。 

四国 ・アンケートの全項目において高い評価

の傾向にあり、課題は特になかった。発

表のポイントを絞りコンパクトにし、ふ

りかえりの時間もあえて削ったりと、取

捨選択が的確であったと考えられる。 

・運営、進行、研修会場、実習場所、運営

体制については、森林管理局・ブロック事

務局で連携がとれた運営ができたため、特

に大きな問題はなかったが、来年度は、受

入事業体や研修の運営の負担についても

十分考慮した上で研修内容を検討するべ

きではないか。 

九州 ・評価値が高い受講生を含めた６割以上

の受講生から時間不足の指摘があり、一

泊二日の日程のブロックは検討の余地

があると考えられる。 

・現地踏査の時間不足、グループワークと

発表が駆け足になったため、研修日数を含

め、改善の余地があるのではないかと考え

る。 

・発表をＫＪ法で行ったが、各班の検討内

容が伝わりづらかったため、ＫＰ法など他

の発表方法を検討する必要があるのでは

ないか。 

ⅱ 全体を通しての課題の整理（アンケート結果を通じて） 

 アンケートの評価は、全項目５段階評価で実施した。その結果、各ブロックで、「研修内容の理

解度」、「業務への活用度」、「テーマ設定の満足度」は５と４の割合が 61～92％を占め、実践的で今

後の業務に生かせるというコメントが多く、おおむね高い評価となった。しかしながら、特に「テ

ーマ設定の満足度」と関連するが、森林総合監理士(フォレスター)としての視点を意識しながら研

修にのぞみ、受講生が森林総合監理士(フォレスター)を目指す研修として取り組んでいたかを読み

とることができるコメントが非常に少なかった。アンケート様式の設問に検討の余地があるととも

に、本研修が森林総合監理士(フォレスター)を目指す研修であることを踏まえ、講師や運営者は受

講生に対して、なぜこのテーマを設定したのか、しっかりと説明することが重要と考える。テーマ

は、全ブロック、都道府県のニーズ・意見を踏まえ、森林管理局が工夫を凝らし設定したが、ブロ

ック内とは言え地域差は当然あるので、今後も地域の実情や課題に即した、実践的なテーマを検討

することが重要となる。 

 「カリキュラム内容・時間」に対する満足度は５と４の割合が 44～73％と、全ブロックでやや評

価が下がっていた。「検討時間・意見交換の時間が短い」、「内容が盛りだくさんだった」などのコ

メントがほとんどのブロックで一定数見られ、テーマとカリキュラム内容に見合った日程の設定と

時間配分が、最大の課題と言える。限られた時間の中では、カリキュラムや講義・演習の中で盛り

込むべき内容を絞り込むことも必要になる。全体評価の高いブロックでは、一泊二日の日程で発表

のポイントを絞りコンパクトにし、ふりかえりの時間もあえて削ったりと、取捨選択が的確であっ

たと考えられる。 

ⅲ 全体を通しての課題の整理（運営改善報告書を通じて） 

 森林管理局が主体となって運営したが、各ブロック大きな問題もなく、全体的にスムーズに進行
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された。ただ、一部のブロックでは、研修日数に対してカリキュラムがタイトであったため、グル

ープワークや踏査時間が足りない面もあり、改善の余地があると言える。 

 今後とも、各ブロックでの問題点と改善策については、全ブロックで共有し、突発的な事案の発

生がありうることを日頃から意識して、臨機応変な対応をしていくことが円滑な運営につながって

いくことを理解しておくことも必要である。 

イ 総括 

ⅰ 全体設計・テーマ・カリキュラム 

 テーマをブロックごとに地域の特性や現状及び都道府県のニーズ・意見を踏まえ設定したことで、

各地域のタイムリーかつ重要な課題について、実際に動いている現場で検討できるため、テーマ設定へ

の満足度と業務への活用度に高い評価を得ていることがアンケート結果からもうかがえた。他方、研

修が初年度ということもあり、各ブロックで、テーマ、カリキュラム内容と時間配分の調整等、改

善できる点があると言える。テーマは、全ブロック、都道府県のニーズ・意見を踏まえ、森林管理

局が工夫を凝らし設定したが、ブロック内とは言え地域差は当然あるので、今後も地域の実情や課

題に即した、実践的なテーマを検討することが重要となる。 

 各ブロックでの受講生のフォレスター関係の研修受講状況は異なるが、未受講者が一定数いたこ

ともあり、研修前及び研修中に、本研修の目的を強調して説明した。しかしながら、アンケートには、

受講生が森林総合監理士としての視点を意識しながら研修にのぞみ、その成果を得たかを読みとれる記

述が非常に少なかった。アンケート様式の設問の再検討と、研修中に森林総合監理士の意識づけや視点

を提供する、あるいは森林総合監理士が講師をつとめる等の工夫が非常に重要になると考える。 

ⅱ 研修運営 

 本研修は、森林管理局が主体となってテーマやカリキュラムを企画し、研修当日についても、技

術者育成研修とは異なり、プロセスマネージャーを設置せず、森林管理局が主体となり運営事務局

と連携し進行・運営を行ったが、受講生のアンケートも非常に高い評価となった。過去３年間で森

林管理局に蓄積されたノウハウと様々な工夫により、全体設計及び運営面でそれぞれ課題はあるも

のの、一定の高い評価を得たと言える。 

ⅲ おわりに 

 森林総合監理士育成研修事業において、技術者育成研修は森林総合監理士活動に必要な基礎的知

識・技術の習得、本研修は地域の課題・ニーズに対応して森林総合監理士の活動を実践していく上

で必要な知識・技術のレベルアップを目的として設計されたが、それぞれねらい通りの研修成果が

得られたと言える。とりわけ本研修が、技術者育成研修やこれまでの准フォレスター研修よりもさ

らに業務に直結した実践的な研修となったことで、森林総合監理士を目指す者のスキルアップともに、

具体的なフォレスター活動の道しるべとなったのではないか。 
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３ ホームページを活用した情報共有 

 

(１)研修サイトの開設状況 

 

①森林総合監理士育成研修サイト(一般向けサイト) 

ア 目的 

 技術者育成研修及び実践研修の実施概要・カリキュラム等(年度当初は計画)を掲載し、広く一般

への本事業の理解促進に資する。 

イ 対象者 

一般国民、森林・林業関係者、技術者育成研修及び実践研修の対象者等 

ウ 構成・イメージ 

○コンテンツ 

・事業概要：本事業実施の目的、本事業の概要 

・技術者育成研修：研修の目的、対象者、研修概要、研修実施場所等 

・実践研修：研修概要、研修実施時期等 

・研修運営委員会：研修運営委員会の概要、研修運営委員名簿、委員会開催実績 

 

 
▲トップページ(部分表示。以降の画像も同様) 
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▲技術者育成研修 ▲実践研修 

 

②技術者育成研修受講者向けサイト 

ア 目的 

技術者育成研修受講生への情報提供・共有の場を提供することにより、受講生のフォローアップ

に資する。 

イ 対象者 

平成 26年度技術者育成研修受講生及び平成 23・24・25年度准フォレスター研修修了者 

研修運営に関わる者(研修運営委員、林野庁・森林管理局の研修講師及び研修運営関係者) 

※対象者のみのログイン制 

ウ 構成・イメージ 

○コンテンツ 

【技術者育成研修】 

 ・中央研修：各研修回ごとの実施報告書 

 ・ブロック研修：各ブロック研修回ごとの実施報告書 

 ・研修資料：森林総合監理士基本テキストＰＤＦ、研修の配布資料ＰＤＦ(中央研修、各ブロ 

       ック研修) 

【実践研修】各実践研修回ごとの実施報告書 

【参考：平成 25年度准フォレスター研修】 

 ・准フォレスター研修回ごとの実施報告書 

 ・通信研修：各ブロックごとの比較表ダウンロード及び相対評価結果コメント 

 ・集合研修：各回ごとの実施報告書及びカリキュラム 

 ・研修資料：准フォレスター基本テキスト(平成 25年度版)ＰＤＦ、各ブロック研修回ごと 

       の配布資料(Ⅰ、Ⅱ)  
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▲トップページ 

 

  
▲中央研修 > 第５回 ▲ブロック研修 > 九州ブロック 
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▲研修資料 > 北海道ブロック  

 

 

▲実践研修 > 四国ブロック  

 

215



 

216




