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森林整備！

ときどき林業！
自分の手で
無理なく
森林整備！

自伐林家育成研修自伐林家育成研修

　福岡県では、個人が週末や仕事の合間を利用
し、生活の中で無理なく間伐等の森林整備を
行う「自伐林家」を育成しています。
　このたび、自伐林家として活動するために必
要となるチェーンソーの操作や、伐木・造材など
の基礎技術が習得できる「自伐林家育成研修」
を開催します。奮ってご応募ください。

普段は農家普段は
サラリーマン

受講生
募集！！
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●開催概要1

●研修内容及び日程2

県内在住で18歳以上の自伐林家に興味のある方
※森林所有の有無は問いません

開催目的

研修期間

申込方法

【留意事項】
●研修時間は全講座とも初日が9：30～17：00、2日目以降は9：00～16：00
を予定しています。
●ヘルメット、防護ズボン、チェーンソーなどの高額な機材は貸し出しますが、長
靴、雨具、軍手、手ノコなどの最低限の装備は各自でご準備ください。
●遠方の方は研修会場に宿泊することができます。（ただし、コロナ対策で日帰
りをお願いする可能性あり）
●受講者には、上記研修とは別に「小型車両系建設機械」の特別教育（2日間）を
外部機関で各自受講していただきます。（受講費は主催者が負担）
●受講者には、傷害保険に加入していただきます。手続きについてはNPO法人
山村塾で行います。（保険料は主催者が負担）

新型コロナウイルス感染症の今後の状況によって
は延期・中止・変更する場合がありますので、お申
し込みにあたっては最新の情報をホームページ
等でご確認ください。

自伐林家として活動するための基礎知識や技術の習得

無料  ※但し、研修中の食事代、交通費、宿泊する場合の費用は自己負担

10名  ※応募多数の場合は、県で受講者の選考を行います

令和4年7月25日（月）  ※郵送の場合は当日消印有効

令和4年8月26日（金）～令和5年3月10日（金）のうち
延べ23日間  ※詳細は下記の研修内容及び日程を参照

右ページの受講申込書に必要事項を記入し、
県庁林業振興課まで郵送、FAX、電子メールの
いずれかの方法でお申し込みください

費　　用

参加資格

定　　員

申込期限

●本研修は原則全講座の受講が必須です。
●研修修了者には、県から修了証を交付します。
●日程は悪天候等により変更になる場合があります。
　※悪天候による代替日：2月4日（土）～5日（日）、
　　3月4日（土）～5日（日）

林業に
関する資格も
取れるよ！

チェーンソー応用② 現地実習

9月3日（土）～4日（日）

10月29日（土）～30日（日）

11月5日（土）～6日（日）

11月26日（土）～27日（日）

12月17日（土）～18日（日）

2月10日（金）～12日（日）

2月25日（土）～26日（日）

8月26日（金）

1月15日（日）

3月10日（金）
〈予備日：3月17日（金）〉

10月2日（日）

10月9日（日）、10日（月・祝）、16日（日）
いずれか1日を選択

1月27日（金）、28日（土）、29日（日）
いずれか1日を選択

研修全体のオリエンテーション、
福岡の森林・林業の現状等の学習

刈払機の取り扱いと基本操作の習得

チェーンソーの仕組みと基本操作、
目立ての理論

チェーンソー
基礎①-1
チェーンソー
基礎①-2

チェーンソー
基礎②

手道具

作業道基礎①

作業道基礎②

作業道応用

チェーンソー
応用①

チェーンソー
応用②

チェーンソー
応用③

修了証書交付・
閉講式

刈払機基礎

開講式・
林業基礎第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

日 程 内 容 場 所講座名

かかり木処理、林内作業車による搬出

かかり木処理や大径木等の
安全な伐木作業

目立ての習得と伐木トレーニング

手道具の取り扱いや手入れ、
伐木のためのロープワーク

安全な伐木・造材作業

作業道の基本設計

バックホウの基本操作の習得

自伐林家に必要な知識の復習講義

作業道作設実習
（基本土工、路体路面の補強、排水等）

八女市黒木町笠原9836-1
えがおの森

［NPO法人山村塾］

八女市黒木町笠原9836-1
えがおの森

［NPO法人山村塾］

久留米市山本町豊田1438-2
[福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター]

久留米市山本町豊田1438-2
[福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター]

久留米市山本町豊田1438-2
[福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター]

令和4年

令和5年



ご住所

現在の職業

年齢 性別

保有する
資格等

森林所有の
有無

所有森林の
面積

その他
特記事項

志望動機

今後の
自伐林家と
しての
活動予定

生年月日

歳

■電話番号

申込期限：令和4年7月25日（月）

□チェーンソー　□林内作業車　□小型車両系建設機械
□刈払機　　　　□普通自動車　□その他、林業に関する資格（　　　　　　　　 　）

□有　　　　　　□無 ha

〒

■E-mail

■FAX

フリガナ

お名前

お申し込みはこちらまで
FAX番号 092-643-3541
メールアドレス：rinshinko@pref.fukuoka.lg.jp

※個人情報は、業務の遂行上必要な限りにおいて利用し、これ以外の目的には利用しません。

※上段で記載した以外のことでアピールしたいこと等がございましたら、自由に記入してください。

※できるだけ詳細に記入してください。
　また、現時点で具体的な活動計画がない場合は、自伐林家としての将来の展望や目標について記入してください。

※できるだけ詳細に記入してください。

令和4年度 自伐林家育成研修受講申込書



【URL】https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keepforest.html

●本リーフレット及び「自伐型林業の手引き」については、県のホームページからもダウンロードできます。

　自伐林家として新たに活動を始めるには、林業の技術習得に加え、立木伐倒用のチェーンソー、
作業道開設用の小型バックホウ、木材搬出用の林内作業車などが必要となります。
　県では福岡県森林環境税を活用し、県内の林業研究グループを対象に林業用機材の導入支援を
行っており、共同使用が可能となっていますので、研修修了後はグループへの加入をお勧めします。

●研修申込を検討している方を対象に事前説明会を開催します（事前申込必要）。
●今回は新型コロナウイルス対策として、オンライン（Zoomミーティング）でも開催します。
　（感染拡大防止の観点から、オンライン参加を推奨しております。）
　【日時】［会場］令和4年7月10日（日）14：30~16：00 
　　　　［オンライン］令和4年7月5日（火）19：00~20：30 
　【会場】福岡県吉塚合同庁舎6階  Y604B会議室  （福岡市博多区吉塚本町13-５０）
※参加は必須ではありませんが、研修内容の詳細や研修参加にあたっての心構えなどの事前確認が出来ま
すので、積極的に参加ください（会場には駐車場なし）。

※参加を希望される方は、6月28日（火）までに「氏名、電話番号、メールアドレス、希望する参加方法（会場、
オンライン）」を、電話・FAX・電子メールにより福岡県庁林業振興課までご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては中止する場合がありますので、参加にあたっては、
最新の情報をホームページ等でご確認ください。

事前
説明会の
開催

（希望者のみ）

●令和4年8月26日（金）は、福岡県農林業総合試験場資源活用研究センターに集合して
ください。この日から延べ23日間の研修が始まります。研修受講4

●受講申込書によりお申し込みください。
　【申込先】福岡県庁農林水産部林業振興課
　【申込方法】郵送、FAX、電子メール　【申込期限】令和4年7月25日（月）

研修の
申込み

2

●受講希望者が定員を超える場合は、全日程に参加できる方や今後、具体的に自伐林家と
して活動する計画のある方などを優先して選考します。
●受講の可否については、受講申込書に記載していただいた住所に「受講承認通知書」又は
「受講不承認通知書」のいずれかをお送りいたします。

受講者の
選考

3

1

①研修全般に関すること
②事前説明会に関すること
③申込方法に関すること

①林業研究グループに関すること

①各講座の内容に関すること

〒812-8577
福岡市博多区東公園7-7
【TEL】092-643-3540 【FAX】092-643-3541
【メール】rinshinko@pref.fukuoka.lg.jp

〒839-0827
久留米市山本町豊田1438-2
【TEL】0942-45-7868 【FAX】0942-45-7901

福岡県庁
農林水産部林業振興課

森林再生係

NPO法人山村塾

福岡県農林業総合試験場
資源活用研究センター

林業普及課

小野澤

三藤

小森

問い合わせ内容 担当 所在地（住所） TEL/FAX所属

ホームページ検索はこちらから▶

このリーフレットは、「福岡の森の木になる紙」を使用しています。

福岡県森林環境税 検索

〒834-1222
八女市黒木町笠原9836-1 えがおの森
【TEL】0943-42-4300 【FAX】0943-42-4300
【メール】info@sansonjuku.com
【HP】https://sansonjuku.com
（過去の研修の様子を動画で紹介しています。）

●研修終了後の活動について4

●研修受講までの流れ3

●各種問い合わせ先5

林業研究グループとは？
地域の林家や森林・林業に
関心のある人が技術向上や
情報交換などの林業に関わる
活動を行う自主的な

グループのことを言います。
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