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１ みえ森林・林業アカデミーの育成目標 

アカデミーでは、森林、林業、木材産業、または、地域社会等において、森林に関わ

る様々な課題に自ら取り組み、それぞれの分野をけん引する人材を育成するため、次の

コンセプトに沿った人材育成を進めます。 

 （１） 新たな視点、多様な経営感覚及び科学的知見を備える人材 

 （２） 高い使命感及び広い社会性を備え、意欲的に行動できる人材 

 （３） 先進的かつ戦略的な取組を実践できる人材 

 （４） 環境及び安全に配慮した取組を実践できる人材 

 

２ 基本コースの紹介 

アカデミーでは、それぞれの職場での役割や将来のキャリアデザインに応じて学べる

３つの基本コースを設けています。 

 

（１）ディレクター育成コース（受講期間 21日/1年次，10日程度/2年次） 

森林を経営資源として多様な価値を創造するため、先進的で分野の枠にとらわれない

幅広い知識やスキルを習得します。 

・1年次：講義を中心に、森林・林業・木材産業の先進的な事例をはじめ、経営・安全・

環境といった幅広い分野について学び、地域や組織の課題解決、新たなビジネス創出

や仕組みづくりなど、各自で今後取り組もうとするプロジェクトを企画します。 

・2 年次：1 年次に企画したプロジェクトをブラッシュアップし、専門家のサポート等

を受けながら自ら実践します。 

 

（２）マネージャー育成コース（受講期間 15日/1年） 

森林資源の活用等において、コスト削減や収益拡大等を実現するため、経営・管理に

かかる実践的な知識やスキルを習得します。 

 

（３）プレーヤー育成コース（受講期間 12日/1年）（別途選択制講座：2日間） 

森林施業の生産性・安全性を高め、効果的な施策を自ら考え実践するため、科学的な

知見に基づく専門性の高い知識や技術を習得します。 

主に、森林・林業の現場で活躍する現場従事者の方向けに講座内容を構成しています。 
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３ 各コースの講座内容 

（１）ディレクター育成コース（受講期間 21日/1年次，10日程度/2年次） 

科目 内容 

1年次 

概論 林業概論 木材産業動向 林政動向 県林政動向 

安全 労働安全管理 安全管理・機械化施業事例 安全工程管理 

経営 
会社経営 リスクマネジメント・組織マネジメント  

経営ビジョン 情報発信 マーケティング 

環境 生物多様性 野生動物管理・ジビエ SDGｓ・ESG投資 

森林・林業 

森林保全 森林生態・森林管理 森林評価・Jクレジット  

森林認証 森林投資 森林資産管理 森林境界明確化 

スマート林業 素材生産 

木材 

林業・木材トレンド 素材流通 木材流通 

木材利用・製品開発・販路開拓 木質化・炭素固定認証 

製材・地域資源活用 木材資源活用 

資源活用 

地方創生 地域づくり 木質バイオマス サプライチェーン 

地域ブランド 森林サービス産業 協働 キャンプ場 

映画祭 木育 森林環境教育 森林アメニティ 教育効果 

企画 企画書作成 プロジェクト企画 

2年次 

実践 
プレゼンテーション方法 資金調達手法 プロジェクト計画発表 

プロジェクト実践 個別専門学習 プロジェクト成果発表 

 

（２）マネージャー育成コース（受講期間 15日/1年） 

科目 内容 

概論 林業概論 木材産業動向 林政動向 県林政動向 

安全 労働安全管理 安全管理・機械化施業事例 安全工程管理 

経営 
会社経営 リスクマネジメント・組織マネジメント 情報発信 

会計基礎 組織マネジメント・企画 

環境 生物多様性 野生動物管理・ジビエ 

森林・林業 

森林保全 森林生態・森林管理 森林評価・Jクレジット 

森林認証 森林境界明確化 スマート林業 素材生産 

架線集材 高性能林業機械 森林作業道 路網・作業システム 

作業システム・造材・仕分け コスト管理 工程管理 

木材 林業・木材トレンド 素材流通 
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（３）プレーヤー育成コース（受講期間 12日/1年）（別途選択制講座：2日間） 

科目 内容 

概論 林業概論 木材産業動向 林政動向 県林政動向 

安全 
労働安全管理 安全管理・機械化施業事例  

伐倒技術・かかり木処理 安全工程管理（選択） 

経営 キャリアデザイン・技術交流 コーチング・ティーチング 

環境 生物多様性・野生動物管理 

森林・林業 

架線集材 高性能林業機械 森林保全 

作業システム・造材・仕分け 森林作業道作設 

森林作業道作設事例 土場の設置と管理 森林管理 

森林管理・調査 森林境界明確化（選択） 

スマート林業（選択） 素材生産（選択） 

木材 林業・木材トレンド（選択） 素材流通（選択） 

※実習を伴う講座については、各自の経験等に応じて見学となる場合があります。 

 

（４）共通事項 

・各日の受講時間は、9:15～17:15（昼休み 12：15～13：15）を基本とします。 

  ・各コースの日程、講座内容及び講師については、事情により変更となる場合があり

ます。 

  ・各コースの受講生には、全日程のうち一定以上の出席を満たした場合に修了証を交

付します。 

 

４ 基本コースの募集概要 

（１）募集定員 

コース名 年数 日数 定員 備考 

ディレクター 

育成コース 

2年 21日/1年次 

10日程度/2年次 

5名程度 2年次への進級は、原則、プロ

ジェクト企画・発表を履修し、

全日程の 70％以上の出席率を

満たすことを要件とします。 

マネージャー 

育成コース 

1年 15日 10名程度  

プレーヤー 

育成コース 

1年 12日 10名程度 別途選択制講座：2日間 
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（２）受講にかかる経費 

① 受講手数料（税込） 

ディレクター育成コース   ３１，５００円 （1年次） 

別途通知 （2年次） 

マネージャー育成コース   １８，７５０円 

プレーヤー育成コース    １２，０００円 

別途選択制講座：１，０００円／１日 

 

※受講手数料は、消費税の課税対象となります。 

※ディレクター育成コース 2年次の受講手数料は、2年次開講前に納付いただきます。 

 

② その他の経費 

受講に必要なテキスト（書籍）や傷害保険、道具レンタル等に係る経費は、別途、

受講生負担となります。 

 

（３）応募資格 

次の要件を満たす方 

・令和 5年 4月 2日現在で、原則 18歳以上の方。 

・アカデミー修了後、森林・林業・木材産業に関わり活動することに意欲のある方。 

なお、プレーヤー育成コースについては、次の要件を満たす方を基本とします。 

・令和 5年 4月 1日現在で、原則 60歳未満の方。 

・伐木等の業務にかかる特別教育を修了されている方。 

 ※受講申請時に、修了証の写しをデータファイルにて添付してください。 

 

（４）応募にあたっての留意事項 

・新型コロナウイルス感染症の影響等により、講座をオンラインで実施する場合があ

りますので、ご了承の上お申込みください。また、その場合のインターネット環境

やパソコン（カメラ、マイク含む）等の準備は受講生各自でお願いします。 

・募集定員を超える応募があった場合には、現時点において森林・林業・木材産業に

関する仕事に従事されている方、もしくは三重県内に在勤・在住されている方を優

先させていただきますので、ご了承ください。 

・講座の状況写真等をアカデミーのフェイスブックや PRリーフレットなどに使用させ

ていただく場合がありますので、ご了承ください。 
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（５）応募方法及び受講生の決定 

① 応募方法 

応募は、インターネット上の「三重県電子申請・届出システム（LoGo フォーム）」   

を利用して行います。 

下記 URL もしくは右の QR コードから受講申請フォーム（受講申請書）にアクセス

し、各コースに応じて必要項目をご入力の上、申請受付期間内にお申込みください。 

※写真や修了証の写し等は、フォーム上からデータファイルにて添付してください。 

 

 

受講申請フォーム（受講申請書）                        QRコード 

https://logoform.jp/form/8vMX/198403  

 

 

受講申請受付期間 

令和 5年 1月 18日（水）から令和 5年 2月 22日（水）まで 
   ※受講申請フォーム（受講申請書）への入力方法等についての問合せや、インター

ネットによる申込みができない方は、下記④「問合せ先」までご連絡ください。 

 

② 面接 

受講申請者全員を対象に、30分程度の面接を行います。 

面接日は、下記の期間内のいずれかの日とし、申請者に別途通知します。 

面接実施予定期間：令和 5年 3月 6日（月）から令和 5年 3月 10日（金） 

 

③ 受講決定 

受講申請内容および面接により各コースの受講生を決定し、令和 5年 3 月 22 日(水)

までに通知します。 

なお、選考結果に係る電話等での問合せには回答いたしません。 

 

④ 受講申請等に係る問合せ先 

住 所：〒515-2602 三重県津市白山町二本木 3769-1 

三重県林業研究所 アカデミー運営課 

（みえ森林・林業アカデミー事務局） 

電 話：059-262-5350（直通） 059-262-0110（代表） FAX：059-262-0960 

メール：miefa@pref.mie.lg.jp 

※問合せに係る対応時間は、原則、平日 8：30から 17：15までとなります。 

https://logoform.jp/form/8vMX/198403
mailto:miefa@pref.mie.lg.jp
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（６）その他 

・各コースを修了した受講生には、修了証を交付します。 

・講座のうち、1～2日間をオープンキャンパス（公開講座）として公開する場合があ

ります。 

・事情により年度途中に講座内容、講師及び日程等が変更となる場合があります。 


