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(別紙　２）

R4.3.7 現在

月日 曜日 時間 研修教科 主な研修内容 講師 会　場 教材№
ドレス
コード 持ち物関係 移動関係ほか

8/2 火  9:00 開講式 林業労働財団 大研修室 DC8

 ～9：40 オリエンテーション 山口理事長

9:40 森林整備 造林作業における省力化・低コスト化作業 林総セ育林部 大研修室 NO3 DC6

～12:40 大矢信次郎

13:40 林業労働財団 大研修室 No3 DC8

  ～16:40 宮崎推進員 6.9

8/9 火  9:00 素材生産 木材流通と木材利用（座学） 吉田孝久 大研修室 No3 DC6

　原木・製品市場、住宅等での使われ方

木材の特性（座学）

  ～16:00 　含水率、乾燥、強度等

8/10 水 9:00 Y‣Forestry 大研修室 No3 DC8

～12:00 横山繁樹

13:00 林業労働財団 〃 No3 DC8

～15:20 福嶋指導員

8/17 水  9:00 森林整備 　森林施業の体系 林総セ育林部 大研修室 No3 DC8

～12:00
森林の区分、望ましい森林の姿、誘導の考え
方

大矢信次郎

13:00 DC4

  ～16:00

8/18 木  9:00 素材生産 木材流通と木材利用（視察） (株)百瀬木材 現地 DC6

  ～16:00 　原木市場・製材等 中信木材センター

8/22 月 9:00 安全講習等 簡易架線集材装置等の運転の業務の特別教育 安全管理指導専門家 総合教育センター NO12 DC8

  ～12:00 （特別教育） （規程第９条の２関係）：学科教育 　　巾下正一 第１研修室

 13:00 安全講習等 伐木等機械の運転の業務に係る特別教育 安全管理指導専門家

  ～17:00 （特別教育） （規程第８条の２関係）：学科教育 　　巾下正一

8/25 木  9:00 安全講習等 簡易架線集材装置等の運転の業務の特別教育 専門講師 構内林 NO12 DC4 機械棟前に集合

  ～16:00 （特別教育） （規程第９条の２関係）：実技教育 イワフジ工業（株） (DC1)

8/26 金 9:00 安全講習等 伐木等機械の運転の業務に係る特別教育 専門講師 構内林 NO12 DC4 機械棟前に集合

  ～16:00 （特別教育） （規程第８条の２関係）：実技教育 イワフジ工業（株） (DC1)

9/8 木 9:00 路網開設 路網の種類と目的と作業道開設手順
長野県林業コンサ
ルタント協会 大研修室 No3 DC8

  ～16:00 　森林作業道 　林道、林業専用道、森林作業道
　　仙石幸男
    宮﨑大吾

9/9 金  9:00 〃 安全な路網開設・維持作業 〃 大研修室 NO3 DC3

  ～16:00 　森林作業道の開設手順及び現地
松本広域森林組合

　　塚原賢二 塩尻市洗馬

9/12 月  9:00 素材生産 高性能林業機械による造材・集材 構内林 No3 DC1 機械棟前に集合

  ～16:00 　（フォローアップ） 　効率的な高性能林業機械の使い方

9/13 火  9:00 〃 〃 構内林 No3 DC1 機械棟前に集合

  ～16:00

9/14 水  9:00 〃 〃 構内林 No3 DC1 機械棟前に集合

  ～16:00

9/15 木  9:00 素材生産 高性能林業機械操作の検証 林業労働財団 大研修室 No3

～12:00 （フォローアップ） 生産現場又は研修の作業現場の検証 宮崎推進員 6.9

北信木材生産センター(協)

　　田中真喜

13:00 普通救命救急（事故発生時の応急手当） 日赤救急指導員 〃 DC8

～14:00 （ファーストエイド） 薄井　健

林業総合センター本
館下駐車場13:00出
発、現地まで各自、
現地解散(別紙2-3）

〃
チェンソー、工
具、燃料等

〃
チェンソー、工
具、燃料等

北信木材生産セ
ンター協同組合 チェンソー、工

具、燃料等

４年度 　林業作業士（ﾌｫﾚｽﾄﾜｰｶｰ）集合研修 ３年目（２回目）日程表

DC8

共通・無災害の推
進、ﾁｰﾑﾜｰｸとｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ、業務の効率化の

推進

チェンソー伐倒・
造材・集材（ス
テップアップ）

共通・林業の社会
的責任と関係者と

の協働
事業所経営の展望

〃
　森林施業の体系
森林の区分、望ましい森林の姿、誘導の考え
方についてのグループ討議

共通・無災害の推
進、ﾁｰﾑﾜｰｸとｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ、業務の効率化の

推進

素材生産での労働災害

共通・無災害の推
進、ﾁｰﾑﾜｰｸとｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ、業務の効率化の

推進

現場作業における総合力

研修日程、注意事項等の連絡

現地集合。
集合場所、時間は別
紙2-3のとおり。

代表者
チェンソー、工
具、燃料等

代表者
チェンソー、工
具、燃料等

ＦＷ３②研修生用-1/2



ＦＷ３②研修生用-2/2

月日 曜日 時間 研修教科 主な研修内容 講師 会　場 教材№
ドレス
コード 持ち物関係 移動関係ほか

9/20 火  9:00 車輌系高性能林業機械のメンテナンス
イワフジ工業
（株）

最初大研修室 No3 DC4 機械棟前に集合

  ～16:00 坂野、中沢 後に機械棟周辺

9/21 水  9:00 架線系高性能林業機械のメンテナンス 宮崎推進員 機械棟周辺 No3 DC4 機械棟前に集合

  ～16:00 (㈲シンコー油圧)

9/22 木  9:00 機械類の管理の方法 大研修室 No3 DC8

  ～16:00
　点検整備一覧表（使用記録簿等による　機
械類の管理）

9/29 木  9:00 森林整備 安全なかかり木等処理作業の確認 林業指導員 構内林 No3 DC1 機械棟前に集合

  ～16:00
（フォローアップ）

　作業前の安全確認、補助器具の使い方、安
全作業に必要な知識技術の習得

9/30 金  9:00 森林整備 安全なかかり木等処理作業の確認 林業指導員 構内林 No3 DC1 機械棟前に集合

  ～16:00
（フォローアップ）

　作業前の安全確認、補助器具の使い方、安
全作業に必要な知識技術の習得

10/3 月  9:00 素材生産・ﾁｪﾝｿｰ伐倒 安全な素材生産作業の確認 林業指導員 構内林 No3 DC1 機械棟前に集合

 ～16:00 ・造材・集材(ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ) 　伐倒・造材・集材作業の安全確認

10/4 火 9:00 素材生産 ㈱勝野木材 木曽現地 DC6

　　勝野　智明

素材生産 ㈲ヤマカ木材

  ～16:00 　　勝野　智明

10/5 水  9:00 平澤林産㈲ 大研修室 No3 DC8

～11:00 　　平澤照雄

11:00 森林整備 森林施業の体系 林業労働財団 〃 DC8

～12:00 （集合研修のまとめ） 福嶋指導員

12:00 閉講式 修了証書授与 林業労働財団 〃

～12：10 山口理事長

(注）　　１ 上記日程は都合により変更することがあります。大研修室、機械棟等の表示がある施設は林業総合センターの施設です。

２ 月日、曜日のゴチック・斜体で表示してある日は、一回目、二回目に分かれて研修を実施します。

３ 教材は、別紙２－１の集合研修教材一覧により、持参してください。

４ ドレスコードは、別紙２―２のドレスコード表により身支度を整えてください。

ドレスコード DC0 は、現場作業の身支度としての基本事項です。

５ 研修には、必ず筆記用具を持参してください。

チェンソー、工
具、燃料等

現地集合。
集合場所・時間は別
紙2-3のとおり。

素材生産現場には乗
り合わせ。

木曽ひのきの素材生産について

共通・無災害の推
進、ﾁｰﾑﾜｰｸとｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ、業務の効率化の

推進

現場作業における総合力

別途事前にレポート様式配布するので最
終日朝までに提出すること

木曽ひのきの製材加工・利用について

〃
イワフジ工業㈱
小野
宮崎推進員

チェンソー、工
具、燃料等

チェンソー、工
具、燃料等

〃

現場管理
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

(ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ)
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