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１ 趣旨 

森づくり安全技術・技能全国推進協議会（FLC）では、安全な森づくり活動に必要な

技術およびその評価方法について継続的に検証・改善を図っています。 
今回、これまでの実践活動等を通じて得られた知見等をもとに、森づくり活動の初心

者がチェーンソーを使った伐木作業を安全に行うための標準的な研修プログラム及び審

査方法について、新たな改善を加えたものの実践的な検証を行うため、研修会・審査会

を実施しますので、受講者および見学者を募集します。 
森づくり活動に関わる幅広い分野の方のご参加をお願いします。 
 
 
 
 

★研修の特色 

    
研修風景（イメージ）。切り株を使って正確な受け口・追い口づくりを徹底的に練習するほ

か、森林生態から学ぶ座学・伐倒に欠かせないロープワーク実習も充実。動画も活用し、

研修生自身が見本となって学び合う、ワークショップ型の研修です。 
 
 
 
 

    

※特許出願中。 

新開発の伐倒トレーニング機「MTW-01」※を使用（予定）。地面の傾斜角度、木の傾斜方

向・角度を自在に設定して、受け口・追い口づくりの練習を安全に何度でも行えます。 



    

※開発：株式会社森林環境リアライズ 
 詳しくは www.f-realize.co.jp/information/index.cgi?no=53 
 
２ 日程 

前 半 2017 年 10 月 6 日（金）～9 日（月） ３泊４日 
後 半 2017 年 10 月 27 日（金）～29 日（日） ２泊３日 
※研修会は 10 月 6～9・27 日（計 5 日）、審査会は 10 月 28～29 日（計 2 日）。 

 
３ 場所 

高尾グリーンセンター（東京都八王子市南浅川町 2905-4） 
 
４ 内容、タイムスケジュール 

別紙プログラムの通り。前半後半とも現地で 9：00 集合、17：00 ごろ解散予定。 
 
５ 講師 

水野 雅夫（FLC 技術アドバイザー Woodsman Workshop LLC 代表） 
 年間およそ 100 日に及ぶ研修会で講師を務め、林業のプロ・アマチュア問わず

技術習得や指導者養成に携わっている。講師歴 17年。伐木作業を科学的に理解し、

スポーツ科学、心理学的な考え方を取り入れつつ、作業の正確さを徹底的に身に

つけさせる指導手法は高い評価を受けている。今回は研修会のメイン講師を務め

る。 
 

塚本 秀貴（FLC 理事・技術アドバイザー NPO 法人樹木・環境ネットワーク理事） 
 森づくりボランティアに対する豊富な指導経験を持つ。FLC においては審査員

としての経験も豊富で、今回は審査会のメイン審査員を務める。 
 
６ 募集対象者 

Ａ．受講者 

 人 数：5 名程度 
 対象者：ボランティア、自伐林業、事業体での就業など、森づくり活動の実務

に携わって 1 年程度以内の経験を持ち、将来にわたりチェーンソーを使

用した伐木作業の技能を習得する意思を有する方。全日程参加できる方。 
 受講料：20,000 円／人（ほかに食費の実費 30,000 円がかかります） 

労働災害バーチャルリアリティ体験シミュレーターを使い、仮想の３次元空間で伐木に伴

う労働災害を疑似体験していただきます。その体験を現場で生かすことで、労働災害の未

然防止をはかります。 



 
Ｂ：見学者 

 人 数：10 名程度 
 対象者：森づくり活動に関わる行政・民間の団体に所属し、指導や審査の実践

に関心がある方。 
 一部日程のみの参加も可。 
 受講料：無料（ほかに食費の実費 30,000 円（全日程参加の場合）がかかります） 

 
７ 参加申込方法 

FLC ウェブサイト内の申込フォームからお申し込みください。 
www.mori-anzen.com/event 
 
《募集期間》 
一次募集（選考）2017 年 7 月 14 日（金曜日）～7 月 31 日（月曜日） 
二次募集（先着）2017 年 8 月 1 日（火曜日）～9 月 29 日（金曜日） 
 
7 月 31 日にいったん募集を締め切り、その時点で定員を上回っていた場合、申込フォ

ームに記入いただいた内容によって事務局で選考を行い、8 月 4 日（金曜日）までに結

果をお知らせします。 
定員に達していない場合、引き続き先着順で受け付けます。 

 
８ 申込上の注意 

参加者は、下記の保護具を各自でご用意ください。 
受講者：チェーンソーブーツ、チェーンソーズボン、イヤマフ・フェイススクリーン

付きのヘルメット、チェーンソー、点検・整備道具（目立て道具含む） 
見学者：イヤマフ・フェイススクリーン付きのヘルメット 
 
合宿形式（男女別・相部屋）です。食事は近隣のお店からのケータリングまたは弁当

となります。お風呂はグリーンセンター内にあります。 
 
交通アクセスについては、JR 中央線・京王線「高尾」駅または京王線「高尾山口」駅

から／へのタクシーのチャーターを予定しています。自家用車利用の方は、駅周辺の

駐車場を利用いただくか、林道の途中に駐車していただきます。詳しくは決まり次第

お知らせします。 
 
宿泊場所となる高尾グリーンセンターは携帯電話が通じません。なお、固定電話があ

ります。 
 
９ 運営協力 
  高尾グリーン倶楽部、株式会社森林環境リアライズ 
 
10 その他 

国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」助成事業 
受講者・見学者は「グリーンボランティア保険」に加入します。 
申込の際提出いただく個人情報は、この研修会・審査会の開催に必要な業務以外には

使用しません。 
  



別 紙 
 

研修/審査会のプログラム（予定） 

 

※プログラム、スケジュールは現在調整中のため、変わる場合があります。 

 

前半 

【10 月 6 日（金）】 
9:00 集合 ガイダンス 
9:30 実習 普段の作業をしながら、技能のチェック 
12:00 昼食  
13:00 座学 森林整備の基礎知識 

伐木作業の基礎知識 
17:00 夕食  
19:00 座学・実習 牽引の基礎知識、ロープワーク 
21:00 自由時間  
 
【10 月 7 日（土）】 
8:30 実習 ロープワーク、牽引設置 
12:00 昼食  
13:00 実習 チェーンソーの取扱い基礎 

（構え、エンジン始動、ブレーキの使い方等） 
水平感覚練習 
受け口・折れ曲がり線づくり練習 

17:00 夕食  
19:00 座学・実習 今日のおさらい、ロープワーク練習 

またはチェーンソー点検整備、目立て 
21:00 自由時間  
 
【10 月 8 日】 
8:30 実習 チェーンソー点検整備、目立て 

またはロープワーク練習 
12:00 昼食  
13:00 実習 受け口・追い口・ツルづくり練習 

17:00 夕食  
19:00 座学・実習 今日のおさらい、ロープワーク練習 

またはチェーンソー点検整備、目立て 
21:00 自由時間  
 
※次ページに続きます 

  



【10 月 9 日】 
8:30 実習 牽引による伐木練習 

枝払い・玉切り練習 
12:00 昼食  
13:00 実習 牽引による伐木練習 

枝払い・玉切り練習 
16:00 ふり返り  

 質疑応答食  
17:00 終了  
 
後半 

【10 月 27 日（金）】 
9:00 ガイダンス  
9:30 実習 ロープワークおさらい 

牽引による伐木練習 
枝払い・玉切り練習 

12:00 昼食  
13:00 実習 牽引による伐木練習 

枝払い・玉切り練習 
17:00 夕食  
19:00 座学・実習 ロープワークおさらい 

その他、補習・自習など自由時間 
 
【10 月 28 日（土）】 
8:30 ガイダンス  
9:00 審査 チェーンソーの整備状況 実技審査 

目立て 実技審査 
12:00 昼食   
13:00 審査 目立て 実技審査 

学科審査 

17:00 夕食  
19:00 座学 学科審査解説など 

 
 
【10 月 29 日（日）】 
8:30 ガイダンス  
9:00 審査 伐木 実技審査 
12:00 昼食  
13:00 審査 伐木 実技審査 
16:00 審査 ふりかえり、講評 

結果発表、事務連絡等 
17:00 終了  
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