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都市型の消費型社会の限界が見え、人間社会の永続
には、農山村型の循環型社会への復帰が必要といわれ
るようになった現在です。
政府も「地方創生」を標榜し、京都府も「千年の

都」だけでない京都の魅力として、「お茶の京都」、
「海の京都」と共に｢森の京都｣を打ち出しています。
これからの循環型の人間社会、それには自然に知恵

を借り、自然に倣うところが大きいのです。そのため
には、単に自然が好きなだけでなく、自然を尊敬して、
その真理・摂理を現実面に活用することの出来る人材
が必要です。そして、過去猛進の消費型から循環型へ
の復帰は急転換でなく、「徐々に徐々に」の態度と時
間が必要です。
わが国の自然といえば森林が

代表です。京都林大は、森林を
ベースにした循環型社会の実現
に寄与できるこうした人材の育
成を目指しております。

只木良也 名誉校長
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教育理念



教 育 目 標

本校では、これまでの森林・林業教育にない人材育成や資格取得
に取り組みます。

① 実践的な技術・知識を身につけて第一線で活躍でき
る人材

② 森林保全活動から野生鳥獣害対策まで幅広い地域活
動を支える公共人材

③ 森林組合等林業事業体の経営力の向上を支える人材
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京都府立林業大学校の目指す教育

教 育 方 針

京都府内の多くの大学や企業と連携
した教育・実習体制や、先進技術から
文化まで京都を代表し第一線で活躍さ
れる方々を講師に迎え、京都でなけれ
ばできない講師体制で、森林・林業に
関するエキスパートを育成します。

本校では、全国の自治体で初めて、
最新鋭の高性能林業機械の操作研修を
取り入れ、実践的な研修を経た後、即
戦力の証しとして、京都府が独自に認
証する高性能林業機械操作士の資格を
取得することを目指します。

農山村地域では、植林木や丹精込め

て育てた農作物が収穫前に食い荒らさ

れる野生鳥獣被害が深刻です。本校で

は、野生鳥獣の生態から捕獲までの理

論と技術など実践的な研修を提供し、

地域で即戦力として対応できる人材の

育成を目指します。

幅広い府民を対象に、森づくりから

木造建築などの木材利用までの技術・

知識を、第一線で活躍されている方々

を招いて学ぶ講座を提供します。また、

茶道、華道、庭園など、京都に息づく

様々な「木」に関わる文化についても、

幅広く学べる講座を提供します。



大学校の教育体系

若い林業の担い手を森林・林業界全体でサポート

京都府林業の担い手交流・育成協議会

地域をあげて林業大学校をサポート

林業大学校地域連携協議会

森林・林業関係者から木材業関係者まで、森林・林業・木材業界が一体となって
力を合わせ、担い手の育成から就業までを一貫して支援するため、「京都府林業の
担い手交流・育成協議会」が発足。交流会、研修会などを通して学生生活から就業
までサポートするとともに、担い手同士が交流し、支え合いながら成長することを
支援します。

本校の開校を契機に、地域住民との連携、
絆づくりを目指し、京丹波町が中心となって
「林業大学校地域連携協議会」が発足し、地
域ぐるみで学生生活をサポート。本校からも
地域貢献活動、地域の祭り等の行事参加を積
極的に進めています。
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専攻・コース 林業専攻 森林公共人材専攻
林業ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

コース
経営高度化

コース

森林保全・
野生鳥獣害対策

コース

森と木の文化
コース

目的

短期集中プログラ
ムにより知識・技
術を習得し、早期
就業を目指す

経営に関する知識
や技術を習得し、
経営力の高度化を
目指す

実践研修により森
林保全の担い手等
を育成する

森や木に関わる講
座により森林への
理解を深める

修学期間 2ヶ月間 3ヶ月間 6日間程度 年4回程度

募集人数 20名 20名 20名 20～50名

対象者 就業希望者
森林組合等

林業事業体職員等
NPO、

森林ボランティア等
一般の方

募集方法
募集時期

高等学校卒業以上の学力があると認めら
れる就学希望者

推薦入学試験及び一般入学試験で選考 開催前に募集

研修科森林林業科

林業に関する知識、技術等を総合的
に習得し、新規就業を目指す

2年

20名



京都府立大学との連携

本校では、京都府立大学との交流と協力を促進し、教育内容の充実、発展を図る
ことを目的として、包括協定を締結しています。

【協定の主な内容】

●森林林業科の森林公共人材専攻で、「森林公共政策士」に
必要な公共政策の専門講義を府立大学から提供を受けます。

●府立大学は、公共政策実習の実習先を本校から提供を受け
ます。

大学・企業との連携

府立大学からの
公共政策専門講義

林業大学校からの
公共政策実習

京都府立林業大学校 京都府立大学

株式会社スチールとの連携

林業先進国であるドイツに本社を置く、世界的なチェーンソーメーカーである株式
会社スチールと、教育活動に関する協力協定を締結しています。

本校のカリキュラムにおいて、同社の最先端のノウハウを取り入れた講義・実習を
提供するとともに、ドイツでの海外研修を2年生の春に実施します。

【協定の主な内容】

●専門技術スタッフを派遣
●最新型のチェーンソーを使用した講義・実習支援
●林業先進国ドイツへの海外研修・現地実習及び

地元林業大学との交流支援

㈱スチール専門技術スタッフによる

伐木造材実習
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京都府立林業大学校独自の教育体制

森づくりから木造建築、庭園文化まで、第一線で活躍される方が「特別教授」
「客員教授」として教育をサポートします。

教 育 体 制

6

井口　和司　氏 田村　宏明　氏

石川　裕也　氏 西尾　直樹　氏

石田　一雄　氏 能口　秀一　氏

伊東　和哉　氏 長谷川　尚史　氏

伊東　宏一　氏 葉田　吉彦　氏

伊藤　武　氏 林　伸次　氏

植月　百枝　氏 樋口　義昭　氏

江浪　敏夫　氏 久山　慶子　氏

大塚　正洋　氏 藤野　正也　氏

大前　昌史　氏 藤原　仁司　氏

岡田　広行　氏 古田　裕三　氏

岡橋　清隆　氏 古屋　昭　氏

尾﨑　友紀　氏 堀井　誠史　氏

柿迫　正紀　氏 柿迫林業 前田　一重　氏

久保　和則　氏 森の力京都(株) 牧野　功　氏

窪田　好男　氏 京都府立大学大学院公共政策学研究科 三野　茂春　氏

栗山　裕子　氏 建築士 美濃羽　靖　氏

桒原　稔　　氏 丹後炭生産者の会 宮藤　久士　氏

神代　圭輔　氏 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 三好　岩生　氏

小島　一夫　氏 (有)ケイズ・オフィス

小林　耕二郎　氏 日吉町森林組合 安井　暁世　氏

小松　博司　氏 (株)小松林業 山内　耕祐　氏

三間　恭二　氏 京北森林組合 山口　博史　氏

髙田　研一　氏 NPO法人 森林再生支援センター 湯浅　勲　氏

田中　俊夫　氏 京都市森林組合 米嶋　昌史　氏

田淵　敦士　氏

(株)カモノセログ

住友林業(株)

丹後地区森林組合

東洋竹工(株)

京都大学フィールド科学教育研究センター

NPO法人 サウンドウッズ

(株)聴き綴り本舗

樹木医

フリーアナウンサー

山口木材

自営（翻訳･通訳）ドイツ研修コーディネーター

NPO法人 丹波漆

京都府立大学大学院生命環境科学研究科

京都府立大学大学院生命環境科学研究科

小川　治兵衛　氏 宝暦年間から庭造りを続ける「植治」の１１代目

高松　伸　氏 建築家、京都大学名誉教授

森　慎一　氏 NPO法人 里山ねっと・あやべ

京都府立大学大学院生命環境科学研究科

宮津地方森林組合

(株)前田製材所

ホリモク(株)

フルヤ機工

京都府立大学大学院生命環境科学研究科

福島大学農学群食農学類

フィールドソサイエティー

辻井　重　氏 京都府木材組合連合会長、辻井木材(株)代表取締役社長、林災防京都府支部長

特　別　教　授

青合　幹夫　氏 京都府森林組合連合会代表理事会長

井上　剛宏　氏 文政３年創業、(株)植芳造園取締役会長、京都府造園協同組合顧問

内藤　和行　氏 林ベニヤ産業(株)代表取締役社長

桂　明宏　氏 京都府立大学公共政策学部教授（学部長）

佐野　藤右衛門　氏 天保３年創業「植藤造園」の１６代目、「桜守」

千田　真由美　氏 社寺建築と文化財修復の「(株)奥谷組」代表取締役社長

中島　浩一郎　氏 集成材の国内トップメーカー、銘建工業(株)代表取締役社長

速水　亨　氏 速水林業代表

松谷　茂　氏 京都府立植物園名誉園長、京都府立大学客員教授

松本　明慶　氏 大仏師、運慶・快慶の流れをくむ慶派の継承者

皆川　芳嗣　氏 (株)農林中金総合研究所理事長

安井　洋　氏 元禄元年創業の宮大工匠、(株)安井杢工務店代表取締役

客　員　教　授

(有)日新製材所

京都北山丸太生産協同組合

辻井木材(株)

伊東木材(株)

(株)いとう

清光林業(株)

尾﨑林産工業(株)

林ベニヤ産業(株)

NPO法人 京都・森と住まい百年の会井口木材

京丹波森林組合

黒谷和紙協同組合

日吉町森林組合

京北銘木生産協同組合

（五十音順）

（五十音順）

京都府立大学大学院生命環境科学研究科 ﾗﾌﾞﾛｳ　ｾｰﾆｬ　氏 京都府名誉友好大使

京都府森林組合連合会



京都府立林業大学校独自の取り組み

全国初！独自の資格

林業先進国ドイツでの海外研修

オリジナルグッズの制作

〈高性能林業機械操作士〉

林業専攻で取得が可能な資格です。
最新鋭の高性能林業機械の操作研修と、林業事

業体等での実践的な研修を経た後に、試験合格者
には高性能林業機械操作士の資格を付与します。

ベースマシンの基本操作・構造の理解から、林
業技術者として必要な基本的技術、現場に即した
機械操作・状況判断能力まで、即戦力として活躍
できる技術を身につけます。

株式会社モンベルと共同で、実習用オリジナル
ジャケットとキャップ、バックパックを制作しま
した。機能性・デザイン性ともに優れており、

様々な実習に活用しています。

海外研修として、ドイツ国内の林業大学との交流
を実施します。

現地研修や学生同士の交流により、日本だけでな
く海外の森林・林業に関する見聞を広め、新しい林
業経営の姿を学びます。

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、令和３年度は国内研修となりました。

〈森林公共政策士〉

森林公共人材専攻で取得が可能な資格です。
森林・林業の高い知識、技術に併せて、京都府

立大学で公共政策に係る専門的な知識を身につけ、
NPO等での実践的な地域活動研修を経た後に森林
公共政策士の資格を付与します。

森林公共政策士とは、森林にまつわる様々な地
域の課題を解決できる即戦力の証として、京都府
が独自に創設する全国初の資格です。
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各科の紹介

森林林業科
社会人に必要な基本的素養を身に付けながら、森林・林業の基礎から経営管理、

実践的な技術・知識まで、即戦力として活躍するのに必要な力を２年間で学び、
様々な資格を取得して、就業に結び付けることを目指します。

京都府独自の高性能林業機械操作士の資格や、特に森林公共人材専攻では、全国
初となる森林公共政策士の資格を取得できます。

● 森林・林業に必要な様々な資格を取得
● 高性能林業機械操作士､森林公共政策士の独自資格を取得
● 様々な企業、大学との連携による幅広い講義

特
色

カリキュラムのイメージ

入学

第１学年

専門講義
(基礎）

専門実習

一般講義

第２学年

専門講義
(基礎）

専門実習

４月～７月

実学実習
キャップストーン

研修

事
業
体
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ

卒論
（実習成果
レポート）

専門実習

８月～１１月 １２月～３月

就職

（事業体、
企業）

PYRAMID

CAPSTONE キャップストーン研修

専門教育科目

基礎教育科目

＜キャップストーン研修＞

２年生の後期には、「林業専攻」は森林・林業の現場で、また、「森林公共人材専攻」は
市町村やNPO、企業のCSR活動などの現場で、総仕上げとして実学実習（キャップストー
ン研修）を実施し、本校で学び、実習を積んできた専門知識・技術を現場で実証します。

この研修では、受入事業体と本校が連携・一体となって学生の実習をサポートします。本
校教員が必要に応じて現場に一緒に入り指導をし、本校でその週の実習成果について点検・
サポートするなど、きめ細かな指導により、即戦力として学習の総仕上げを行います。
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キャップストーンとは、ピラミッドの頂点に置か
れた石を意味します。

「キャップストーン研修」には、基礎教育科目と
専門教育科目の学習を踏まえ、本校で学んだ知識を
地域社会との連携のもとで実際に活用できるように
するねらいがあります。

学生が基礎教育科目や専門教育科目の学習を通し
て得たさまざまな知識を統合し、実社会で実践的に
応用できる力を養うものです。



森林林業科で取得できる資格

森林林業科卒業後に取得できる資格

森林情報士２級
※卒業後の申請による

森林インストラクター
資格試験（実技試験）免除

※卒業後の申請による

樹木医補
※卒業後の申請による

小型移動式クレーン運転

技能講習

刈払機安全衛生教育講習赤十字救急法基礎講習 赤十字救急法救急員 伐木等業務従事者特別教育

車両系建設機械運転

技能講習

不整地運搬車運転

技能講習

玉掛け技能講習

機械集材装置運転業務

特別教育

林業種苗生産事業者講習 車両系木材伐出機械等

運転業務特別教育
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受講目的・取得資格名称等

検定合格者に赤十字ベーシックライフサポーター認定証が交付されます。

検定合格者に赤十字救急法救急員認定証が交付されます。

チェーンソーを用いて立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務を行う場合は、特別教育を行うものとすることと労
働安全衛生規則で定められています。

刈払機を使用する作業の安全を確保し、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するための講習です。

機体質量3ｔ以上の車両系建設機械（整地等）の運転作業に従事する者は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了
しなければならないことが義務づけられています。

労働安全衛生法により、つり上げ荷重１トン以上５トン未満の移動式クレーン運転は、小型移動式クレーン運転技能講
習の修了が義務づけられています。

つり上げ荷重１トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリック、揚貨装置による玉掛け作業に従事するには
「玉掛け技能講習」の修了が義務づけられています。

最大積載量1ｔ以上の不整地運搬車の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければ
ならないことが義務づけられています。

機械集材装置（集材機、架線等より構成され、動力を用いて原木又は薪炭材を巻き上げかつ空中において運搬する施
設）の運転を行う場合は、特別教育を受けることが労働安全衛生規則で定められています。

林業用種苗生産を行うためには講習を受講することが義務づけられています。

伐木等機械、走行集材機械、簡易架線集材装置等（ハーベスタ、フォワーダ、タワーヤーダ等）の運転を行う場合は、
特別教育を受けることが労働安全衛生規則で定められています。

玉掛け技能講習

不整地運搬車運転技能講習

機械集材装置運転業務特別教育

林業種苗生産事業者講習

車両系木材伐出機械等
運転業務特別教育

小型移動式クレーン運転技能講習

講習・資格名称

赤十字救急法基礎講習

赤十字救急法救急員

伐木等業務従事者特別教育

刈払機安全衛生教育講習

車両系建設機械（整地・運搬・積込
み用及び掘削用）運転技能講習

受講目的・取得資格名称等

在学中に林業架線の講義を受講、国家試験に合格の上、実務経験3年を経て免許を取得できます。

森林林業科を卒業後、申請をすることで認定を受けることができます。樹木医補認定後、実務経験1年を経て樹木医研修
受講者選抜試験を受験、合格することで樹木医の認定を受けることができます。

提案型集約化施業の実績を有した後、認定試験を受験、合格することで認定を受けることができます。

森林林業科を卒業後、申請をすることで認定を受けることができます。

森林林業科を卒業後、申請をすることで認定を受けることができます。

講習・資格名称

林業架線作業主任者

森林施業プランナー

森林情報士２級

樹木医補

森林インストラクター
資格試験（実技試験）免除
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テーマ 科　目　名 科　目　内　容

森林科学１ 森林の構造、遷移、物質循環を学び、森林の将来像を描く基礎知識を解説する。

森林科学２ 植物・土壌・地質・地形の基礎を学び、それらの関連を解説する。

森林風致実習 森林風致に関する基礎的な知識の修得と森林施業との関係を理解する。

森林科学実習
人工林（スギ・ヒノキ）、天然生林（コナラ、クロモジ等）、人工林内のギャップ（台風被害地）等の植生調
査・樹幹解析を行い、草本を含めた森林の現状を理解する。【三行脈型濃密実習】

育林技術１ 単層林施業の育林体系を学び、施業種を実習中心で学ぶ。

育林技術２ 多様な森林整備（広葉樹施業、混交林施業、天然生林施業等）の技術を修得する。

育苗技術 造林樹木の育苗と管理技術（実生・挿し木等）を修得し、苗木を育成できる人材を養成する。

樹木実習１ 自然分布や植栽された樹木を識別し、多様な用途に利用されている樹木１００種以上の種を覚える。

樹木実習２ 自然分布や植栽された樹木を識別し、多様な用途に利用されている樹木約２００種の名前を覚える。

森林・林業政策 国及び府の森林・林業政策や森林の適正管理の制度などを解説する。

林業経営１ 林業経営の概要について学習の上、持続的な林業経営について学ぶ。

林業経営２ 模範的な林業経営を学び、これからの林業経営について学ぶ。

林業経営計画作成実習 森林施業プランナーに必要な施業コスト分析について学び、森林経営計画作成の実務を学ぶ。

森林計画概論 森林計画の概要及び森林計画に密接に関わる事項について学ぶ。

森林計画演習
森林計画に必用な知識及び技能を実習で学ぶ。
【三行脈型濃密実習】

森林施業プランナー総論 林業大学校での講義を振り返り、森林施業プランナーに必要な知識を総復習する。

木材加工１ 木材の細胞構造、物理特性（比重、含水率）、機械的特性（弾性、強度）等の木材の基本的事項を解説する。

木材加工２ エンジニアードウッド（合板、LVL、集成材等）の製造方法、用途や防蟻、防腐など技術を解説する。

木材コーディネート１
森林資源を最終消費者に届けるまでの木材流通全般を理解し、木材コーディネーターとしての基礎的な能力を
身につける（立木～製品）。

木材コーディネート２
森林資源を最終消費者に届けるまでの木材流通全般を理解し、木材コーディネーターとしての基礎的な能力を
身につける（製品～住宅）。

木造建築 木材利用の中心となる木造住宅の基礎的知識を学ぶ。

京の木と文化
平安京造営以降の京都の歴史を振り返り、寺社修復現場や和紙・漆等優れた林産物利用の生産現場で、加工技
術伝承者から伝統的な建築・工芸などの木や文化について学ぶ。

林業機械実務１
労働安全衛生規則第３６条第８号に掲げる業務に係る特別教育（チェーンソー、刈払機の技術演習）
労働安全衛生規則第36条第6号及び第7号に掲げる業務に係る特別教育（機械集材装置、伐木等機械の運転の
業務・走行集材機械の運転の業務・簡易架線集材装置等の運転の業務）

林業機械実務２
労働安全衛生法第７６条に掲げる技能講習（車両系建設機械（整地、運搬、積込み用、掘削用）運転技能講
習、不整地運搬車運転技能講習、玉掛け技能講習､小型移動式クレーン運転技能講習）

林業機械化概論 林業機械化の意義、目的、作業システムなど林業機械の概論を解説する。

林業架線 架線系の高性能林業機械の基礎知識、安全作業、実践技術を解説する。

刈払い作業実習 安全作業のための刈払機操作実習を行う。

伐木・造材実習１ 伐木・造材作業の基礎知識、安全作業についての実習を行う。

伐木・造材実習2 安全なかかり木処理の実習を行う。

伐木・造材実習３ 特殊な立木の伐木、造材作業実習を行う。

高性能林業機械操作士
機械操作実習（車両系）

ハーベスタ、スイングヤーダ、フォワーダなど車両系高性能林業機械の技術を取得する。

高性能林業機械操作士
機械操作実習（架線系）

タワーヤーダ、集材機など架線系高性能林業機械の技術を取得する。

高性能林業機械操作士
搬出システム実習

車両系、架線系の高性能林業機械を活用した総合的な木材搬出システムの実習を行う。

高性能林業機械操作士
総合実習

高性能林業機械操作の総合的な実習を行う。

森
林
科
学

育
林
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材
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【参考】森林林業科でかかる費用（令和３年度）

※大学校指定物品等は、入学後に購入していただ

くものです。

金額は、あくまで参考額で入学年度により変わ

りますので、ご注意ください。

金額 備考

2,200円

5,650円

1年次 118,800円
前期：59,400円

後期：59,400円

2年次 118,800円
前期：59,400円

後期：59,400円

245,450円合計

費用項目

入学料等

入学考査料

入学料

授業料
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林業大学校

学生個人負担費用(R3入学)

金額 備考
33,129円

79,420円

ｵﾘｼﾞﾅﾙｼﾞｬｹｯﾄ･ｷｬｯﾌﾟ･ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ 21,000円

作業用ヘルメット 2,370円

チェーンソー用ヘルメット 10,110円

チェーンソー用防護服 27,460円

チェーンソー用手袋 6,510円

チェーンソー用ブーツ 22,970円

400,000円

遠征費等（入場料、宿泊費） 400,000円 ドイツ研修費含む

傷害・賠償保険 46,080円

実習等における傷害事故補償（2年間） 46,080円 23,040 円 / 年

569,629円合計

費用項目

大学校指定
物品等

テキスト・教材費

実習・研修用常備品

その他

テーマ 科　目　名 科　目　内　容

森林計測実習 測量についての基本的な知識・技術を修得し、森林の面積、路網に係る測量技術を修得する。

森林作業道作設実習１
森林作業道の作設に関する基礎知識と汎用機械であるバックホウの実践的な操作技術の実習を行う。
【三行脈型濃密実習】

森林作業道作設実習２ 現地における伐開から路網の作設、管理手法まで森林作業道の総合的な作設技術の実習を行う。

モデルフォレスト論
多様な森林の利用に応える森づくりの手法を学び、市民参加の森林保全活動を支援する技術力、企画力を養成
する。

森林保護 樹木医学、森林病虫害、気象害などに関する基礎知識を解説する。

鳥獣被害対策 鳥獣被害の現状と対策を学び、狩猟免許取得のための入門学習を行う。

特用林産 食用、燃料用等の特用林産物の活用について解説する。

森林機能保全 森林の災害防止機能と災害のメカニズム、その対策について実践的な解説、実習を行う。

森林公共政策入門 林大生が公共政策学を学ぶにあたり、知っておくべき公共政策学の基本とコミュニケーション能力の向上を図る。

公共政策入門Ⅱ 与えられた時間的制約等の範囲内で個別具体的な目的を実現する施策・事業案を企画立案する能力を獲得する。

ケースメソッド自治体政策
実践的な政策力の獲得を目標に、自治体で実際に行われている政策を事例としてケースメソッドによる授業を
行う。

政策評価Ⅰ 国や地方自治体における公共部門の評価の目的、社会的期待、手法、評価制度等を解説する。

政策評価Ⅱ 自治体評価の評価者、事業仕分けの仕分け人の作業を疑似体験し、政策デザインの資質向上を行う。

市民参加論 コミュニティレベルから国際レベルまで様々なレベルの市民参加について、具体事例から考える。

森林公共政策特講１
グループディスカッションやケーススタディを通じて、「前に一歩踏み出す力」「考え抜く力」「チームで
ワークする力」等社会人として必要なスキルを体得する。

森林公共政策特講２ 森林公共政策特講１で学んだスキルを活かし、地域課題解決プログラムの設定と初動を授業形式で実施する。

森林公共政策実習
森林公共政策入門で学んだ知識を活かし、地域のイベントや小学校への木育授業に出向き、一般市民に森林・
林業についての役割や大切さを理解してもらう。

森林･林業の基礎
　(林大入門）

講義・実習の出発点として､森林・林業・木材の基本事項を学ぶ。

情報処理 データ整理や施業提案等に必要な情報処理の演習（Word、Excel、Powerpointによるプレゼン資料作成）

救急救命 林業の現場で必要な救急救命を学ぶ（日本赤十字社救急救命講習）。

インターンシップ研修 実社会への適応力の向上のために行われる業務体験研修を行う。

キャップストーン研修 卒業後に必要となる実践的な能力の養成と実社会への適応力の向上のために行われる業務体験研修を行う。

ドイツ研修 世界各国の森林･林業を学ぶ。海外（ドイツ）にて研修を行うとともに、研修での成果を報告する。

特別研修１、２ 学校行事や各種イベント等への参加及びその準備を体験学習する。

卒業研究 キャップストーン研修等で体験した問題点の改善策・解決策を研究し、成果をまとめる。

研
修
等
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森林林業科 主な授業科目の講義の様子（風景）
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森林科学１･２
植物・土壌・地質・地形の基礎を学び、森林の構造、遷移、
物質循環について学びます。

名誉校長の講義 土壌・地質・地形の見学 森林の構造・遷移

森林風致
森林風致に関する基礎的な知識の修得と森林施業との関係を
理解します。

伏条している芦生スギ 京都大学芦生研究林の大カツラ 由良川の最初の一滴

育林技術１･２、育苗技術
林業の育林体系を実習中心で学び、多様な森林整備の技術を
学びます。

植栽地（若齢林） ヒノキ林の選木 播種作業

綾部市・君尾山樹木確認テスト

樹木実習１･２
自然分布や植栽された樹木について、形態や特徴を学び、身
近にある約２００種の樹木を識別できる力を養成します。

樹木観察



森林林業科 主な授業科目の講義の様子（風景）
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作業道の説明苗畑の視察

林業経営１･２
林業経営のプロから直接講義を受け、これからの林業経営に
ついて学びます。

森林組合長の講義

木材加工１･２
木材の細胞構造､物理特性､機械的特性等の木材の基本的事項
やエンジニアードウッドの製造方法､用途などについて学びま
す。

木材加工センター木口面の観察と木取り木材強度測定

木材コーディネート１･２
森林資源を最終消費者に届けるまでの木材流通全般を理解し、
木材コーディネーターとしての基礎的な能力を身につけます。

木取り説明現地調査 地域材を使った建物の見学

木造建築、京の木と文化
寺社修復現場や和紙・漆等優れた工芸利用や伝統的な建築な
どの木や文化について学びます。

丹波漆 黒谷和紙 寺社修復現場



森林林業科 主な授業科目の講義の様子（風景）
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伐木・造材実習１･２･３
伐木・造材作業の基礎知識から安全なかかり木処理や特殊な
立木の伐木・造材作業の実習を行います。

伐木・造材作業の基礎 安全なかかり木処理 造材作業

苗畑の視察 苗畑の視察

高性能林業機械操作士機械操作実習 車両系、架線系等の高性能林業機械操作の技術を学びます。

フォワーダの操作 架線集材機 ハーベスタの操作

森林計測実習
測量についての基本的な知識・技術を修得し、森林の面積、
路網に係る測量技術を学びます。

現地測量 野帳整理 ドローン操作練習

森林作業道作設実習
現地における伐開から路網の作設、管理手法まで森林作業道
の総合的な作設技術を学びます。

森林作業道の開設 バックホウの操作路肩の補強



森林林業科 主な授業科目の講義の様子（風景）
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治山ダム嵐山国有林内

森林機能保全
森林の災害防止機能と災害のメカニズム、その対策について
実践的な解説や演習を行います。

治山ダム

里山整備（歩道補修） 森林環境教育

森林公共政策入門・実習
農山村で実践される地域興し活動への参加や、課題解決に向
けた森林公共政策学の基本を学びます。

公共政策とは

森林科学実習 森林作業道作設実習１

実習の１回当たりの人数を少数にすることで、より濃く学ぶ
ことを目的としています。各自でのスケジュール管理、班内
での良好な協力関係も求められます。

森林計画演習

法令や猟具の取り扱い柵張り

森林保護、鳥獣被害対策
森林病虫害、気象害などに関する基礎知識や鳥獣被害の現状
と対策を学び、狩猟免許取得のための入門学習を行います。

獣害について



森林林業科 主な授業科目の講義の様子（風景）
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ツリークライミング
ツリークライミングで樹木の上部に上がる体験をとおして、
樹上作業の基礎となる技術を学びます。

２年生 １年生樹上

キャップストーン研修（２年生・9､10月）
卒業後に必要となる実践的な能力の養成と実社会への適応力
の向上のために、長期間のインターンシップ研修を行います。

伐倒指導 伐倒木の枝払い 特殊伐採現場

日本海ウォーキング
本校で必要とする連帯感の醸成と体力の増進を図ります。
１・２年生、教職員と交流を持ちながら、２日間で約５０km
を歩きます。

大江山にて 仲良くゴール 天橋立にて

インターンシップ（１年生・3月）
実社会への適応力の向上のため、森林組合等において就業体
験研修を行います。

伐り口を確認 チルホールで伐倒補助作業作業道出来高測量



ドイツ研修（令和元年６月２日～９日）

森林林業科 主な授業科目の講義の様子（風景）

世界各国の森林・林業を学ぶ。海外（ドイツ）にて研修を行
うとともに、研修での成果を報告します。

17

ドイツ研修代替え（九州地方視察研修）
海外（ドイツ）研修に替えて、国内有数の林業地域で視察研
修を行うとともに、研修での成果を報告します。



森林林業科
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木工体験リース作り ロープワーク

第６回林大祭
学生が林大で学んだ知識や技術を活かしたリース作りや木工
体験などの企画・運営を主体的に行い、地域の方々や林業関
係者との交流を図ります。

令和３年度入学式 １０期生１６名を迎えました。

正門前にて 新入生宣誓 新入生起立

個別相談会高性能林業機械操作体験

オープンキャンパス
本校の説明、林大生によるチェーンソーのデモ、高性能林業
機械の操作体験、個別相談等を行います。

チェーンソー実演

式を終えて

令和３年度卒業式 ９期生１６名が巣立ちました。

記念撮影 卒業生答辞



柳ケ水 大智（９期生）
森林や林業に関するさまざまな知識や技術、そして資格を得ることができるというとこ
ろがこの学校の一番の魅力だと思います。授業ではただ勉強するだけでなく、重機を操
作したりチェーンソーを使って木を倒すといった実務系の授業があり、新たな発見や、
やりがいをとても体感できます。

宮川 経晃（１０期生）
私はもともと自然や環境問題に興味があったため、森の整備の仕事を学べる林業大学校を選びまし
た。学校では林業を主として幅広い分野を学べ、多くの資格を得ることができます。木材をとおし
た歴史や文化を知り、自然と触れ合い四季を感じながら実習することにより有意義な二年間になる
と思います。

井内 昇（１０期生）
もともと建設業をしていたのですが、納期に追われる日々や街中での喧噪に疲れていた中で、
自然の中で伸び伸び仕事がしたいという思いから、一念発起して林業大学校に入学しました。
二年という時間は遠回りのように思えますが、林業に必要な様々な資格の取得ができ、実践的
な実技と知識をもった講師の方々の指導を受けられるのは、自分にとって大きな一歩を踏みし
めながら確かな道ができあがっていくのを感じます。ここで学んだことを活かし、森で生き生
きと仕事をしたいと思います。

飯島 宏光（９期生）
私は高校で土木を専門に学習していましたが、森林の中で過ごす楽しさや整備していく
必要性を感じ林業を目指すようになりました。この学校に入学した理由としては他にな
い独自の資格が取れるからでした。学習してみて林業のことはもちろん、それに関係す
ることを幅広く学ぶことができます。それは京都という歴史・文化と職人の町だからこ
そ生の声を聞くことができ、たくさんの貴重な経験をできる環境だと感じています。

学生の声
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中浦 由香里（９期生）
資格の取得や林業に関する知識の習得ができます。林業に携わりたいけど働くイメージ
が持てない方でも、授業の中に施設見学が豊富にも盛り込まれており、就職へのサポー
トも手厚いです。私は一度社会人経験を経て入学した身ですが、身につけた知識を技術
を仕事に活かしていければと思います。

岩井 雄暉（１０期生）
子どもの時からまわりに自然が身近にあり、自然の中でできる仕事を探しているうちに林業を見
つけ、林業大学校に入学することを決めました。ここでは、チェーンソーでの伐木実習はもちろ
ん、森林に関する様々な知識や技術を学ぶことができます。実習では山を歩きまわる際、数多く
の景色を眺めることもでき、楽しみながら知識を深めることができます。これから先の森林や林
業を支えていけるよう経験を積み、将来、地域や社会に貢献していければと思います。

宗 尚輝（１０期生）
森林・林業は川上から川下のすべてのものに影響します。山がだめなら、農業や漁業もだめにな
ります。私は里山で農業をやりたいと考えていましたが、山が管理されていないと何も良くなら
ないと思い林業を学ぶことにしました。京林大では木の伐り方、作業システムはもちろんのこと、
林業が他の産業にどう影響するかも学べます。ここで学んだことを活かし、里山を農林業ともに
再生・管理できるようになりたいと思います。



卒業後の進路
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 府 内 府 外 

平
成
25
年
度 

京都市森林組合、山城町森林組合、京丹波森林組合、 

綾部市森林組合、舞鶴市森林組合、 

古原林業（京都市）、伊東木材(株)（福知山市）、 

(有)日新製材所（亀岡市）、柿迫林業（南丹市）、 

公務員＜京都府職員＞ 

宮城県森林組合連合会、 

しそう森林組合（兵庫県）、 

神石郡森林組合（広島県） 

平
成
26
年
度 

京都府森林組合連合会、京都市森林組合、京北森林組合、 

園部町森林組合、綾部市森林組合、福知山地方森林組合、 

伊東木材(株)（福知山市）、中坂木材(株)（南丹市）、 

エースジャパン(株)（京丹波町）、 

グリーンランドみずほ(株)（京丹波町）、 

和知ふるさと振興センター（京丹波町） 

高知県森林組合連合会、神石郡森林組合（広島県）、 

南都留森林組合（山梨県）、 

(株)レンタルのニッケン（東京都）、谷林業(株)（奈良県）、 

(株)山田林業（兵庫県）、ヤマサンツリーファーム（宮崎県）、 

公務員＜東京都職員＞ 

平
成
27
年
度 

京都府森林組合連合会、京丹波森林組合、 

米嶋銘木（京都市）、京北プレカット(株)（京都市）、 

駒井萬葉園（京都市）、足立木材(株)（福知山市）、 

(株)美山ウッドエンジニア（南丹市） 

しそう森林組合（兵庫県）、神石郡森林組合（広島県）、 

(株)門脇木材（秋田県）、抜屋林業(有)（宮崎県）、 

(株)森のエネルギー研究所（東京都）、 

松阪木材(株)（三重県）、(有)芭蕉農林（三重県）、 

(株)八木木材（兵庫県）、(株)西村（兵庫県）、 

(株)叶匠寿庵（滋賀県） 

平
成
28
年
度 

京都市森林組合、福知山地方森林組合、 

比賀木材（京都市）、京北プレカット(株)（京都市）、 

京都大学フィールド科学教育研究センター（京都市）、 

エイチ･エムプレカット(株)（城陽市）、 

藤本林業（宇治田原町） 

大阪府森林組合、愛媛県森林組合連合会、 

東近江市永源寺森林組合（滋賀県）、 

(国研)森林総合研究所森林整備センター、 

金山町森林組合（山形県）、 

(株)イワクラ（北海道）、(有)前田林業（青森県）、 

(有)庄司林業（山形県）、諸戸林業(株)（三重県）、 

諸戸林友(株)（三重県）、(株)ゼンリョク（兵庫県）、 

(株)西村（兵庫県） 

平
成
29
年
度 

山城町森林組合、美山町森林組合、京丹波森林組合、 

福知山地方森林組合、 

京北プレカット(株)（京都市）、協栄建設(株)（京都市）、 

(一社)京都森林整備隊（京都市）、 

(株)七谷川木材工業社（亀岡市）、(有)日新製材所（亀岡市）、 

(株)あしだ（南丹市）、 

NPO 法人地球デザインスクール（宮津市） 

神石郡森林組合（広島県）、 

(国研)森林研究･整備機構 森林整備センター、 

(株)西村（兵庫県） 

平
成
30
年
度 

京都府森林組合連合会、 

(一社)京都森林整備隊（京都市）、 

京都大学フィールド科学教育研究センター（京都市）、 

比賀木材（京都市）、(株)かわなみ緑花園（宇治市）、 

(株)七谷川木材工業社（亀岡市）、柿迫林業（南丹市）、 

(株)あしだ（南丹市） 

吉野きたやま森林組合（奈良県）、 

長浜市伊香森林組合（滋賀県）、信州上小森林組合（長野県）、 

(国研)森林研究･整備機構 森林整備センター、 

林野庁近畿中国森林管理局（大阪府）、 

西粟倉村地域おこし協力隊（岡山県）、 

(株)山田林業（兵庫県）、(株)いぶき（愛媛県） 

令
和
元
年
度 

京丹波森林組合[２名]、綾部市森林組合[２名]、 

(株)志賀郷杜栄（綾部市） 

宮川森林組合（三重県）、 

(国研)森林研究･整備機構 森林整備センター、 

(株)南河内林業（大阪府）、 

天川村地域おこし協力隊（奈良県）、 

(株)薪一（長野県）、(有)須江林産（長野県） 

令
和
２
年
度 

京丹波森林組合、綾部市森林組合、福知山地方森林組合、 

(株)北村（京都市）、(株)アーボプラス（京都市） 

大阪府森林組合（大阪府）、南佐久中部森林組合（長野県）、

豊田森林組合（愛知県）、福岡県八女森林組合（福岡県）、 

(株)庭勘（静岡県）、海山林友(株)（三重県）、 

(株)中田産業（愛媛県）、(株)岩村創山（熊本県） 

令
和
３
年
度 

亀岡市森林組合、美山町森林組合[２名]、 

京丹波森林組合[２名]、宮津地方森林組合、 

(一社)京都森林整備隊（京都市）、(株)おさ林業（京都市）、 

(株)アーボプラス（京都市）、稲葉林業（南丹市）、 

(株)志賀郷杜栄（綾部市）、伊東木材(株)（福知山市）、 

公務員＜京都府職員＞ 

(国研)森林研究･整備機構 森林整備センター、 

豊田森林組合（愛知県）、長崎南部森林組合（長崎県） 



研 修 科
早期就業を目指す方の技術習得や、森林組合等林業事業体の経営力の向上を支え

る人材の育成研修など、社会人の方が働きながら、森林保全活動、野生鳥獣害対策、
木に関わる文化まで、幅広く学べるコースです。

大学教員や、各分野の第一線で活躍されている多彩な講師陣により、幅広い講座
を提供するだけでなく、施設見学や森林などでのフィールドワークも行います。

特
色

● 目的に応じた多様なプログラムにより、専門技術・知識の

習得を支援

● 第一線で活躍する京都ならではの講師陣による講義

※ 応募状況等により実施しない場合があります。

各科の紹介
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この他にも研修を予定しています。
詳しくは京都府立林業大学校ホームページ をご覧ください。



校内案内

講義室

自習スペース

情報処理室

正門

本館

実習棟内観

実習棟外観
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林業大学校の協定

技術者養成教育の充実・向上を図る協定を締結

平成27年11月14日、長野県林業
大学校、岐阜県立森林文化アカ
デミー、京都府立林業大学校の
三林業大学校が相互の交流を通
じて技術者養成教育の充実・向
上を図るため、協定を結びまし
た。

三林大（全国林業大学校対抗伐木選手権）

長野・岐阜・京都各校で学ぶ学生同士の交流促進、他校と競うことで将来の林業従事者と
してのモチベーションの向上を図ります。

■長野県林業大学校
〒397-0002長野県木曽郡木曽町新開4385-1

0264-23-2321

0264-21-1058

■岐阜県立森林文化アカデミー
〒501-3714岐阜県美濃市曽代88

0575-35-2525

0575-35-2529

■京都府立林業大学校
〒629-1121京都府船井郡京丹波町本庄土屋1

0771-84-2401

0771-84-0797

23



京都府立林業大学校

京都府船井郡
京丹波町

JR京都駅からJR和知駅まで 90分
JR和知駅から徒歩で 3分

お問い合わせ先

〒629-1121

京都府船井郡京丹波町本庄土屋１

電話 0771-84-2401

◆ホームページのご案内◆
http://www.pref.kyoto.jp/kyorindai/
京都府立林業大学校ホームページ
学校の紹介、入試情報（学生募集要項、入学願書様式）などをお知らせしています。

★京都府立林業大学校公式Facebookのご案内★
https://www.facebook.com/kyotorindai/
学校行事をはじめ、日々の実習や授業の様子を発信しています。

京都府立林業大学校の全景
（奥）本館 （手前２階部分）講義室
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京 都 府


