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令和５年度かながわ森林塾「森林体験コース」受講者募集案内 

 

神奈川県内において森林整備などの仕事（林業）への就業を希望又は検討されている方を対象

とした「森林体験コース」の受講者を募集します。 

この研修は、森林整備の担い手を育成する「演習林実習コース」に進むにあたり、林業という仕

事を理解し、森林・林業に関する基礎知識を習得していただくためのものです。 

 

１ 受講対象者 

受講対象者は、次の（１）から（４）のすべての条件を満たす方とします。 

（１）令和６年３月 31日時点で、54歳以下である方。 

（２）神奈川県内で森林組合や林業会社等への就職を希望し、就職後は継続して森林整備などの仕

事（林業）に従事できる見込みがある方。 

（３）林業への就業に必要な健康状態であり、チェーンソー等の装備（約 15kg）を持って、山を歩

ける体力がある方。 

（４）研修の全日程を受講できる方。 

 

２ 申請方法 

受講を希望される方は、別紙の受講申請書及び事前アンケートに必要事項を記入のうえ、年齢

を証明できる書類（運転免許証等）の写しを添付して、令和５年３月 22日（水）から４月 18日

（火）（必着）までに森林再生課足柄駐在事務所あて提出してください。 

なお、未成年の方は保護者の同意が必要です。 

 

３ 受講者の定員   30人 

受講申請者数が定員を超えた際には、提出書類により選考をさせていただきます。 

※受講者から外れた方の受講申請書類は返却せず、シュレッダー等で処分させていただきます。 

【未就職高校卒業者優先枠】 

令和５年３月以前に県内の高等学校を卒業され（但し、令和３年３月卒業から令和５年３月

卒業見込みまで）、かつ未就職の方を対象とした未就職高校卒業者優先枠として５人分（募集

定員の内数）の優先枠を設けておりますので、対象となる方は高等学校卒業を証明する書類を

申請書に添付してください。 

 

４ 受講者の決定 

受講の可否についての通知は、令和５年４月 26日(水)以降発送予定です。 

 

５ 研修内容 

（１）一般研修（７日間） 

森林整備などの仕事（林業）に就業するうえで必要な基礎的な知識と技術を座学と実習に

より習得します。 

（２）特別研修（３日間） 

森林整備で使用する機械に関する次の技能講習を実施します。 

ア「伐木等の業務（チェーンソー作業従事者）に係る特別教育」 労働安全衛生規則第 36   

条第８号 

イ「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」労働安全衛生法第 59条 

※ア又はイを修了済みの方は、別記 10に受講免除についての案内があります。 

  



 

2 

６ 日時、課目、会場 

実施日 時間（予定） 
研修 

区分 
種別 課目 研修会場及び集合場所 

５月12日(金) ９時～17時 一般 ■ 

開講式 

山仕事の基本 

就業意識の明確化 

労働安全衛生 

演習林実習コース体験談 

足柄上郡開成町吉田島2489-2 

足柄上合同庁舎会議室 

５月16日(火) ９時～16時 一般 ■ 
森林の調査方法 

針葉樹・広葉樹林の整備 

足柄上郡開成町吉田島2489-2 

足柄上合同庁舎会議室 

５月17日(水) 11時～17時 一般 ■ 

林業就業者の役割 

神奈川県の森林・林業施策 

公益的機能の高い森林づくり 

生物の多様性 

足柄上郡開成町吉田島2489-2 

足柄上合同庁舎会議室 

５月19日(金) ９時～16時 一般 ◎ 

森林現況の把握・ 

森林・林業関連施設見学 

 

※足柄上合同庁舎 集合 

県立21世紀の森 

 

５月23日(火) ９時～17時 一般 ◎ 森林の調査と測量（講義と実習） 
※足柄上合同庁舎 集合 

県立21世紀の森 

５月25日(木) ９時～17時 一般 ◎ 
森林整備現場の見学 

「演習林実習コース」ガイダンス 

※足柄上合同庁舎 集合 

森林整備の現場 

足柄上合同庁舎会議室 

５月30日(火) ９時～18時 特別 ▲ 刈払機取扱作業者に対する安全教育 

足柄上郡開成町吉田島2489-2 

足柄上合同庁舎会議室 

グラウンド 

５月31日(水) 

６月1日(木) 
９時～18時 特別 ▲ 

伐木等の業務（チェーンソー作業従

事者）に係る特別教育 

足柄上郡開成町吉田島2489-2 

足柄上合同庁舎会議室 

グラウンド 

６月２日(金) ９時～17時 一般 
◎ 

▲ 
森林整備の現場実習 

※足柄上合同庁舎 集合 

県立21世紀の森 

※講師の都合や天候などにより、時間や日程、研修内容を変更する場合があります。 

※種別 ■：講義、◎：現場研修、▲：機械操作等作業あり 

 

７ 受講料 

受講料は無料です。（集合場所への往復交通費や昼食代等は自己負担となります） 

 

８ ハチ毒抗体検査・傷害保険への加入 

・「森林体験コース」の受講者の方には、全員、ハチ毒抗体検査（採血）を受診していただきます

とともに、現場研修にあたっては傷害保険に加入していただきます。 

・ハチ抗体検査の受診費用並びに傷害保険加入費用は、主催者が負担します。 

・ハチ抗体検査の結果は検査作業に時間がかかるので、結果が分かり次第連絡します。 

 

９ 研修の修了 

研修の全日程を受講された方に対し、森林体験コース修了証を交付します。 
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10 特別研修受講の免除 

「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」及び「労働安全衛生規則第 36 条第８号の特別教

育（伐木等の業務）」を修了されている方は、それぞれの研修の受講が免除されますので、受講

申請書に各修了証の写し（表面・裏面とも）を添付してください。 

なお、６月２日(金)の森林整備実習の受講は、特別研修による刈払機の安全衛生教育と伐木等

の業務（チェーンソー）の特別教育の修了又は既に修了済であることが条件となります。 

※伐木等の業務に係る特別教育は、労働安全衛生規則第 36条第８号であり、類似の特別教育、

第 36 条第８号の２は、受講免除の対象となりませんので、お間違えのないよう御注意くだ

さい。 

※個人で指定教習機関等において当該研修の受講される方は、６月２日(金)の森林整備実習日

までに、修了証の写しを提出してください。 

 

11 受講申請書の送付先および問合せ先 

神奈川県環境農政局緑政部 森林再生課 足柄駐在事務所（担当：田中・木村） 

  〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島 2489-2 足柄上合同庁舎 

電話 0465-83-8820   FAX 0465-83-8821 

問合せは、平日(月～金)の８時 30分から 12時まで及び 13時から 17時 15分まで 

 

12 その他注意事項 

（１）この研修は、県内での林業への就業を希望する方を対象としており、森林ボランティア等の

スキルアップを目的とした方のための研修ではありませんので、目的に沿わない方の受講は御

遠慮ください。 

（２）この研修は、林業への就業を斡旋又は保証するものではありません。 

（３）当年度の「森林体験コース」を修了していることが、引続き実施予定の「演習林実習コース」

を受講する際の条件となります。 

（４）研修受講中の撮影・録音・研修資料の複写及び無断配布・ＳＮＳ等各種媒体への転用転載は、

関係法令に抵触する恐れがありますので固くお断りします。 

（５）実習に必要な服装、靴、手袋等は各自で御用意ください。 

（６）事務局の指示に従わない等、研修秩序を乱していると判断した場合には、受講を中止してい

ただくことがあります。 

（７）新型コロナウイルス感染症の動向により、研修が中断や中止となる場合があります。 

 

 

13 「森林体験コース」説明会の開催について 

この研修の目的を事前に理解していただくため、「森林体験コース」の受講希望者を対象に、

次のとおり説明会を開催します。 

 

【第１回】 

日 時：令和５年４月６日（木）13時～16時（受付開始 12時 30分） 

場 所：神奈川県足柄上合同庁舎 本館５階会議室 

    （足柄上郡開成町吉田島 2489-2） 

【第２回】 

日 時：令和５年４月８日（土）13時～16時（受付開始 12時 30分） 

場 所：神奈川県自然環境保全センター レクチャールーム 

    （厚木市七沢 657） 

 

【第 1回・第２回共通の事項】 
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内 容：令和５年度かながわ森林塾「森林体験コース」についての説明、質疑応答 

（終了後、希望者には個別相談を行います。） 

備 考：(１)説明会へ参加を希望される方は事前に申し込み下さい。 

お申し込みは、別紙の「森林体験コース」説明会参加申込書に、①参加月日、②

氏名、③住所、④電話番号、⑤質問事項を明記のうえ、郵送又はファクシミリで、

上記 11 の「受講申請書の送付先および問合せ先」へ４月４日まで（当日必着）

にお送りください。 

(２)説明会への参加は任意です。「森林体験コース」受講の可否には関係ありませ

ん。 

(３)新型コロナ感染対策のため、受付で手指消毒、検温をお願いし、会場内での発

言時はマスク着用に御協力をお願いします。当日、体温が 37.5℃以上の方は参

加をお断りします。 

 

14 個人情報の取扱いについて 

受講者募集の際に収集した個人情報については、当該研修の実施についてのみ使用し、目的外

の使用はしません。 

 

15 「演習林実習コース」について 

「森林体験コース」の修了者のうち、林業への本格的な就業をめざす方を対象に、令和５年６

月下旬から 12 月中旬までの間で、就業後に必要な基礎技術及び知識の習得と体力の向上を目的

とした「演習林実習コース」を実施します。 

この研修では、森林・林業に関する 10日間の集合研修のほか、演習林における 70日間の森林

整備実習を行います。（実施日数は予定です） 

（１）受講対象者は、当年度の「森林体験コース」の修了者とし、15名程度を選考します。 

（２）研修課目のうち、森林整備実習期間は神奈川県非常勤職員（会計年度任用職員）として雇

用され、実習は業務として従事しますので給与の支給対象となります。 

（３）雇用に際しては雇用保険に加入しますので、「演習林実習コース」の受講期間中の失業給

付等の受給については、ご自身でハローワークに確認をしてください。 

 

16 交通 

 ▼足柄上合同庁舎の位置図 

 

所在地 

〒258－0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島 2489-2 足柄上合同庁舎 

交通案内 

（徒歩）小田急線新松田駅または JR御殿場線松田駅下車 徒歩約１５分  

（バス）新松田駅から箱根登山バス関本行き約５分「合同庁舎」下車  
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 ▼自然環境保全センターの位置図 

       

所在地 

〒243－0121 神奈川県厚木市七沢 657 

交通案内 

（バス）小田急線本厚木駅東口下車 厚木バスセンターから 

     七沢行、広沢寺（こうたくじ）温泉行、神奈川リハビリ行(約 30分) 

小田急線愛甲石田駅北口下車 七沢病院行(約 20分) 

小田急線伊勢原駅北口下車 七沢行(約 30分) 

いずれも「馬場リハビリ入口」下車 徒歩約 10分 
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（第１号様式） 

 

年  月  日 

 

神奈川県知事 様 

 

 

受 講 申 請 書 

 

令和５年度かながわ森林塾「森林体験コース」に申し込みたいので、必要書類を添付の

うえ、申請いたします。 

 

ふ り が な  

氏    名                          

住    所 

(郵便番号) 

 

(受講者が未成年の場合記入) 

上記のものが、令和５年度かながわ森林塾「森林体験コース」に参加することを承認します。 

保護者  氏名                             

住所 

生 年 月 日 昭和 ・ 平成   年   月   日 （    歳） 

電 話 番 号 
(自宅) 

(携帯) 

林業事業体への 

就業意欲 
あり  ・  なし  ・  未定 

 

※添付書類 

・年齢を証明できる書類（運転免許書、健康保険証等の写し） 

・顔写真(上三分身無帽、背景無地で裏面に氏名記入) 

・申請書に貼付したものと同じ写真（3.0×2.4 cm）を １枚同封してください。 

・刈払機安全衛生教育、伐木等特別教育（チェーンソー）の修了証をお持ちの方は、その写し(裏表とも)を

添付してください。 

 

 

 

 

  

カラー写真 

貼付 

3.0×2.4cm 
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令和５年度かながわ森林塾「森林体験コース」事前アンケート 

 

 

氏名               

 

研修内容の充実を図るため、アンケートの記入にご協力をお願いします。 

（募集定員を超えた場合、アンケート記載内容を選考の参考にさせていただくことがあり  

ます。） 

 

１ この研修を何で知りましたか。 

 

 ・Ｗｅｂサイト（神奈川県、神奈川県森林組合連合会、その他（        ）） 

 ・ハローワーク（窓口、チラシ、ポスター、その他（             ）） 

 ・県のたより 

 ・口コミ 

 ・その他（                                 ） 

 

 

２ この研修に期待することは何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ この研修に申し込んだ動機は何ですか。 
 （100文字以上 200文字以内で記述してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 
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「森林体験コース」説明会 参加申込書 

 

 

令和５年度かながわ森林塾「森林体験コース」説明会へ申し込みます。 

 

（申込み月日：  月  日） 

 

 

① 参加月日：  ４月６日（木）  ４月８日（土） 

（   ）   （   ） 

 

② 氏  名： 

 

③ 住  所： 

 

④ 電話番号： 

 

⑤ 質問事項： 

参加希望日の（ ）

に〇を付けてくださ

い。 


