
１入門基礎研修【入門編】全６回 【令和元年度 森づくり塾】
　　内容：森づくりに必要な基礎知識や技術を習得します。

日時・場所・受講者数

５/25(土)AM 12名

５/25(土)PM 11名

５/26(日) 17名

６/15(土) 16名

８/25(日)AM 9名

10/６(日) 5名

計 70名
研修内容

　とやまの森の特徴や現状などについて学びました。
　講師：県森林政策課 森づくり推進班 加藤主幹5/25、山下班長8/25

　スギ林の育成管理や広葉樹林の生育に関する調査方法を学びました。
　講師：森林インストラクター 吹上氏

５/26(日) 　野外観察しながら樹木などの特徴を学びました。
10/６(日) 　講師：県森林研究所 大宮主任専門員・森林インストラクター 佐伯氏

６/15(土) 　竹林整備や竹の生態などを学びました。
　講師：県森林研究所 大宮主任専門員

林業普及センター・森林研究所　樹木園(立山町吉峰)

富山市ファミリパーク・きんたろうの森(富山市古沢)

林業普及センター(立山町吉峰)

林業普及センター・森林研究所　樹木園(立山町吉峰)

森づくり基礎講座①

森林調査実習

樹木分類実習（春）

森づくり基礎講座②

森づくり基礎講座①

樹木分類実習（秋）

野外実習（竹の地下茎確認）

余　白

森づくり基礎講座②

森づくりの必要性について

野外実習（ブルーメライスの使い方） 野外実習（林尺の使い方）

第６回

５/25(土)PM 森林調査実習

樹木分類実習（春）

野外実習（10m×10mプロット調査）

第４回

第５回

第６回

第１回

第２回

「森づくり塾」開講式

５/25(土)AM 森づくり基礎講座①
第５回

第１回

第２回

第３回

余　白 余　白

富山県の森林の特徴や現状について

８/25(日)AM 森づくり基礎講座①

林業普及センター(立山町吉峰)

林業普及センター・森林研究所　樹木園(立山町吉峰)

余　白

野外実習（樹木の特徴など）

余　白 余　白

野外実習（樹木の特徴など） 野外実習（樹木名最終確認）

余　白 余　白

第３回

余　白

余　白

竹の基礎講座

余　白

余　白

第４回

野外実習（竹林内の密度調査など）

樹木分類実習（秋）



２基礎施業実践研修【実践編】Ａ・Ｂ日程　各４回（全８回） 【令和元年度 森づくり塾】

　　　内容：林業機械などの基礎知識や安全な使い方を習得します。

日時・受講者数
Ａ日程 Ｂ日程 計

６/１(土)AM ８/31(土)AM 基本施業技術講座 10名 14名 24名

６/２(日) ９/１(日) 基本施業技術実習Ⅰ 10名 8名 18名

６/８(土) ９/７(土) 基本施業技術実習Ⅱ 12名 9名 21名

６/９(日) ９/８(日) 基本施業技術実習Ⅲ 9名 10名 19名

計 41名 41名 82名
場所 Ａ日程：林業普及センター(立山町吉峰地内)

Ｂ日程：森林科学館(砺波市頼成地内)

研修内容
Ａ日程 ６/１(土)AM 森の手入れの基本を学びました。
Ｂ日程 ８/31(土)AM 講師：県森林政策課 森づくり推進班 亀田副係長

基本施業技術講座 林業・木材製造業労働災害防止協会　富山県支部　山田氏

Ａ日程 ６/２(日) 刈払機、大鎌の使い方などを学びました。
Ｂ日程 ９/１(日) 講師：Ａ日程　立山山麓森林組合　松本氏、山田氏

基本施業技術実習Ⅰ Ｂ日程　富山県西部森林組合　得能氏、林氏

Ａ日程 ６/８(土) 保護衣の着用、チェーンソーの使い方などを学びました。
Ｂ日程 ９/７(土) 講師：Ａ日程　立山山麓森林組合　本多氏、吉浦氏

基本施業技術実習Ⅱ Ｂ日程　富山県西部森林組合　藤井氏、森元氏

Ａ日程 ６/９(日) チッパー機の使い方やチェーンソーの整備方法などを学びました。
Ｂ日程 ９/８(日) 講師：Ａ日程　立山山麓森林組合　松本氏、岡本氏

基本施業技術実習Ⅲ Ｂ日程　富山県西部森林組合　中田氏、鴋澤氏

Ａ日程 Ｂ日程

チェーンソーの使い方

余　白 余　白

余　白

余　白

チッパー機の基礎知識

余　白

余　白

保護具の着用について

余　白 余　白

チェーンソーを用いた伐倒方法について

余　白

チェーンソーの整備方法

余　白

第３回

第４回

第１回

第２回

第１回

第２回

第３回

第４回

人工林、広葉樹、竹林の施業について

チッパー機の使い方

刈払機の使い方 大鎌の使い方 ナタ、ノコギリの使い方（枝打ち）

余　白 余　白

手工具（大鎌）の基礎知識 手工具（ナタ）の基礎知識



３森づくりチーフ養成研修【チーフ編】　全７回 【令和元年度 森づくり塾】
　　内容：団体のチーフとして活躍できる人材を養成します。

日時・場所・受講者数
５/25(土)AM 2名
５/26(日) 1名
６/15(土) 2名
８/25(日)PM 8名
 ９/23(日)AM 中止
 10/12(土)AM 中止
10/27(日) 4名

研修内容 計 17名
　とやまの森の特徴や現状などについて学びました。
　講師：県森林政策課 森づくり推進班 加藤主幹
　竹林整備や竹の生態などを学びました。
　講師：県森林研究所 大宮主任専門員

　野外観察しながら樹木などの特徴を学びました。
樹木分類実習 　講師：県森林研究所 大宮主任専門員・森林インストラクター 佐伯氏

８/25(日)PM 　森林での活動時の安全対策を学びました。
　講師：とやま森林サポーター四期会　裏氏

10/27(日) 　他の団体の活動状況等を学びました。
　講師：阿古屋野森づくりクラブ　古幡氏、柴田氏、庭田氏
　　　　　県森林研究所　佐々木主任研究員

第４回

基礎講座②（竹林内の密度調査など）

樹木分類学について 野外実習（樹木の特徴など）

５/26(日)

野外実習（樹木名最終確認）

余　白

第２回

「森づくり塾」開講式

５/25(土)AM

 イベントの企画・運営方法

 企業の森実践実習
団体活動実践実習

第１回
第２回
第３回

余　白 余　白

基礎講座①（富山県の森林の特徴など）

森づくり基礎講座①

樹木分類実習
森づくり基礎講座②

第７回

余　白 余　白

活動前の安全装備等のチェック 保護衣等の着用

余　白 余　白

森におけるキノコの役割

余　白

安全管理の基礎知識

余　白

余　白

阿古屋野森づくりクラブの活動概要

余　白

余　白

第７回

炭焼きについて

団体活動実践実習

森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実践活動における安全

森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実践活動における安全 林業普及センター(立山町吉峰)

第３回 ６/15(土)

森づくり基礎講座①

森づくり基礎講座②

第４回
 第５回
 第６回

第１回

林業普及センター(立山町吉峰)
林業普及センター・森林研究所　樹木園(立山町吉峰)

富山市ファミリパーク・きんたろうの森(富山市古沢)

 魚津桃山運動公園(魚津市出)
 南砺市利賀村坂上
黒部市ふれあい交流館「あこや～の」(黒部市窪野)



４機械利用者安全研修【機械講習編】　全６回 【令和元年度 森づくり塾】

　　　内容：林業機械を安全に使用・管理できる人材を養成します。

日時・受講者数

1日目 2日目 計

刈払機取扱作業者の安全衛生教育講習 刈払機 8名 － 8名

刈払機取扱作業者の安全衛生教育講習 刈払機 4名 － 4名

 伐木造材等作業従事者特別教育講習  チェーンソー 中止 中止 中止

伐木造材等作業従事者特別教育講習 チェーンソー 13名 13名 26名

巻上げ機運転特別教育講習 ウインチ 5名 5名 10名

計 30名 18名 48名
場所 林業普及センター(立山町吉峰)

富山県森林組合連合会（富山市八町）
建設業労働災害防止協会　富山県支部　技能研修センター（富山市水橋）

研修内容
Ａ ７/６(土) Ｂ ９/11(水) 刈払機の使い方を習得しました。（修了証取得：林災防交付）

Ｄ 11/６(水) チェーンソーの使い方を習得しました。（修了証取得：林災防交付）
林業・木材製造業労働災害防止協会　百瀬氏、中山氏、北山氏

Ｅ ８/１(木) 巻上げ機(ウインチ)の使い方を習得しました。（修了証取得：建災防交付）
建設業労働災害防止協会(建災防)　森岡氏、山本氏

７/６(土)

９/11(水)

 ８/３(土)

11/６(水)

８/１(木)

　　－

　　－

 ８/４(日)

11/７(木)

８/２(金)

余　白 余　白

実技（刈払機） 機器の整備方法など（刈払機）

実技（ウインチ）

余　白

Ｄ

Ａ

Ｂ

 Ｃ

Ｅ

Ｂ：

講義（関係法令など）

実技（ウインチ）

余　白 余　白

余　白

関係法令など

余　白

関係法令など

Ａ・ Ｃ・Ｄ：

伐木造材等作業従事者特別教育講習

林業・木材製造業労働災害防止協会　百瀬氏、小早川氏、北山氏、山田氏

１日目 ２日目

機器の整備方法など（チェーンソー）

余　白 余　白

実技（チェーンソー）

Ｅ：

11/７(木)

８/２(金)

刈払機取扱作業者の安全衛生教育講習

伐木造材等作業従事者特別教育講習



５救急処置研修【救急編】Ａ・Ｂ日程　各１回（全２回） 【令和元年度 森づくり塾】

　　　内容：森づくり活動中の事故への対処方法を習得します。

日時・受講者数
Ａ日程 Ｂ日程 計

６/１(土)PM ８/31(土)PM 救急処置研修 12名 11名 23名

場所 Ａ日程：林業普及センター(立山町吉峰地内)
Ｂ日程：森林科学館(砺波市頼成地内)

研修内容
Ａ日程 ６/１(土)PM いざという時の救命・救急処置の方法を学びした。

救急処置研修 講師：立山町消防署　松下氏

Ｂ日程 ８/31(土)PM いざという時の救命・救急処置の方法を学びした。
救急処置研修 講師：砺波消防署庄東出張所　川口氏、坂本氏

応急手当の基礎知識について

応急手当の基礎知識について 胸骨圧迫、人工呼吸、AEDについて 実践研修

余　白 余　白

胸骨圧迫、人工呼吸、AEDについて 実践研修

Ａ日程 Ｂ日程

余　白

余　白

余　白余　白

第１回

第１回

第１回



６里山資源活用研修【活用編】　１回 【令和元年度 森づくり塾】

　　　内容：伐採木等の森の恵みの有効活用方法を習得します。

日時・場所・受講者数

10/27(日) 里山資源活用研修 黒部市ふれあい交流館「あこや～の」（黒部市窪野） 19名

研修内容
　　炭焼きやキノコの知識などを学びました。
　　　　講師：阿古屋野森づくりクラブ　古幡氏、柴田氏、庭田氏

県森林研究所　佐々木主任研究員

余　白

第１回

阿古屋野森づくりクラブの活動内容

余　白余　白余　白

森におけるキノコの役割について阿古屋野森づくりクラブの炭焼き窯活動フィールドについて（炭焼き小屋）

余　白 余　白

活動フィールドについて（森づくり） 活動フィールドについて（ツリーハウス）


