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第１章 研究の背景と課題の設定 

１．持続可能な森林管理・林業経営における専門的技術者の重要性 

持続可能な地域の森林管理・林業経営の実現のためには，地域に根ざした専門的技術

者の育成が不可欠である。欧米等の先進諸国においては，森林・林業に関わる人材の重

要性について，多くの実証的な研究が行われてきた。例えば，Society of American Foresters

（2001）は，再造林，伐採，経済価値などの観点から評価したアメリカ各地の研究事例

を用いて，適切な教育・訓練を受けたフォレスターが森林管理の質の水準を高めること

を説明している。特に，生物多様性の保全などの現場レベルでの判断が求められる政策

の実行にあたっては，フォレスター等の専門技術者の役割が重要であることが，フィン

ランド（Primmer and Karppinen 2010）や，スウェーデン（Kindstrand et al. 2008）などに

おいて報告されている。また，Maletz and Tysiachniouk （2009）は，ロシアにおける森林

認証取得を事例に，森林認証基準といった国際的な環境規範を現場レベルで実現する際

のフォレスターの重要性を明らかにしている。 

日本でも，小規模所有の森林が多い欧州諸国（ドイツ，スイス，フランス，フィンラ

ンド）を対象とした調査により，施業規則を適用する際に，地域に密着した専門家の存

在が重要であることが紹介されている（柿澤ら，2008）。他方，日本では個人の所有権が

強く，森林所有者に対して実行力のある規制や指導を行うことが難しいことに加え，地

域に根ざした専門的技術者が質・量ともに不足している。このような実態を踏まえ，日

本においては，木材生産等の商行為も含めて，持続可能な森林管理・林業経営を実現す

るための地域ごとの体制構築に向けて，専門的な技術者を育成していく必要がある

（Kakizawa，2015）。 

そのような中で，日本の森林・林業政策においては，2000 年代後半から人材育成が重

要視され，全国的な研修が継続的に実施されるようになった。その嚆矢となったのが，

2006 年度から始まった森林施業プランナー研修であった。人工林資源の多くが利用間伐

期を迎えたことを背景として，複数の森林所有者の林分を団地化することで，路網開設

や利用間伐の低コスト化を図る，提案型集約化施業を政策的に推進するため，研修によ

り人材を育成しようというものだった。次いで，民主党政権下で 2009 年末に発表された
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森林・林業再生プランの中で，日本型フォレスター制度が構想され，2011 年度から准フォ

レスター研修が開催されるようになった。これは，市町村の林務行政体制の脆弱性が主

たる要因で形骸化していた市町村森林整備計画を「マスタープラン化」するために，市

町村を支援する人材を育成しようとするものであった（小島，2013）。また，研修事業に

加え，資格制度も整備され，2012 年度から認定プランナー制度が創設されたのに続き，

2013 年度からは日本型フォレスターが，名称を森林総合監理士として，林業改良普及員

の一部門として資格制度が新設された。 

しかし，このように森林・林業分野における人材育成の重要性が認識され，政策が本

格的に展開されてきているにも関わらず，これらの人材育成に関する一連の動きに対し

て，業界誌などでの報告・紹介が行われているものの，学術的な研究は限られている（枚

田，2013）。また，当初は政策的なイニシアティブにより活性化した人材育成に関する取

組も，現在は相当数の人材が研修を受講し，資格試験に合格している他，教育機関にお

いても林業大学校の新設や，一部の大学や大学院における技術者教育の充実など広がり

を見せている（1）。そのため，今後，人材育成の取組をいかに継続・発展させていき，育

成された技術者に有効に活躍してもらうかについて，適切な現状分析を踏まえて取り組

んでいく必要があり，現状の分析と課題にかかわる学術研究が強く求められているとい

える。そこで，本研究では，2000 年代後半以降の日本における，森林・林業分野の人材

育成政策の動きを題材とし，その意義と政策実施手段としての限界と課題を分析し，今

後の発展に向けた方向性を論じることを目的とする。 

なお，森林管理・林業経営に関する専門技術者の名称として，国際的にフォレスター

（Forester）という名称が広く用いられているが，国や時代によりその定義は変化しうる

（Helms, 2002）。そこで，本研究では，フォレスターを「森林管理や林業経営のために，

科学的な知見に基づき，法律に基づく規制・指導や，管理方針や施業の立案・実行監理

を行なう技術者」と定義する。国や所属機関により，フォレスターの担う役割はこれら

の一部もしくは全部となり，異なるため，本研究では国ごとにその実態を整理しながら，

論考を進める。日本の場合は，森林施業プランナーと森林総合監理士の 2 つの技術者群

が，国際的な文脈でのフォレスターに相当するものと考えられる。 
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２．2000 年代後半以降の日本における森林・林業分野の人材育成政策の背景と課題 

日本ではこれまでも，例えば 1990 年代に，欧米のフォレスターのあり方を参考にしつ

つ，林学科における技術者教育のあり方についての議論があったが，具体的な政策には

繋がらなかった（石橋，1994；小林，1994；北川，1996）。これに対して 2000 年代後半

以降，日本の森林・林業政策において，人材育成が政策化されてきたことには，以下の

様な背景があると考えられる。 

第 1 に，森林・林業行政の主要課題として拡大造林により造成した人工林資源の成熟

化により，間伐や主伐を通じて，木材利用が可能になってきたことを挙げることができ

る。作業道を開設して，大型の林業機械を駆使し，的確なコスト計算を行うなど，求め

られる技能が高度化し，新たな知識や技能を付与して人材育成を行う必要性が生じた。

また，間伐後の目標林型の設定や，主伐後の更新方法の選択など，今後の生態系管理と

も直結する選択を迫られる場面も増えつつある（相川，2014）。第 2 に，森林所有者の高

齢化や不在村化が加速し，所有者のサポートやアドバイスを実施することで，所有者に

替わって森林管理や経営を担っていく主体が求められるようになったということがある。

第 3 に，地方分権化が進展し，地域ごともしくは現場ごとでの判断を求められるような

場面が増えてきたことを挙げることができる。制度面では市町村の権限が強化されたが，

一般に市町村の森林・林業分野の体制は脆弱であり，これを強化・補完するために人材

を育成していくことが求められている。第 4 に，1990 年代以降の大学院重点化や環境問

題への対応から，大学における伝統的林学教育が衰退し，専門的技術者の教育が十分に

行われなくなったことも関係している。以上のように，今後日本において適切な森林管

理を行い，地域の林業を活性化させるために，森林・林業にかかわる専門的技術者育成

が必要であること，また現状では専門的人材が十分育成されていないことから，政策的

課題として焦点があてられるようになってきたのである。 

他方，2000 年代後半以降の人材育成は，林野庁により政策的に推進されてきたがゆえ

に，森林・林業政策の全体的テーマや枠組みと，その変化の影響を受けやすいという特

徴を持っている。例えば，森林施業プランナーは，利用間伐期に入った人工林資源の活

用という政策的な背景があるため，想定されている業務内容は，一度切りの間伐「施業」

の提案であり，継続的な「経営」の観点は希薄である。森林総合監理士についても，そ
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の主たる育成目的は，森林計画制度における市町村森林整備計画の策定支援であり，そ

の活動は限定的な枠組みに留められている。また，2009 年に成立した民主党政権は森林・

林業再生プランの策定等を通じて，森林・林業分野の人材育成に積極的であった。しか

し，2012 年末からの自民党政権下では人材育成政策の優先順位は下がり，日本型フォレ

スターの育成のために全国的に行われていた准フォレスター研修も，開始後 3 年目の

2013 年度で終了し，現在は森林総合監理士育成研修として規模を縮小して行われるなど

の政策変化の影響が見られる。 

 

３．先進諸国における人材育成の基本モデルと近年の動向把握の必要性 

これらの 2000 年代後半の日本の人材育成政策の特徴として，欧州，特にドイツ等の中

欧を規範としてきた点がある。ドイツ等中欧諸国は，専門的な知識を持ったフォレスター

が地域の森林管理を計画から施業の実施，木材の販売までを科学的知識に基づいて担っ

ており，日本においてもこうした専門的技術者によって森林・林業を総合的に支える仕

組みをつくろうとしたのである。一方，中欧諸国は充実した職業訓練制度を持つことで

知られ，同様にフォレスターについても独自の教育制度を発展させてきた長い伝統を

持っている（カイザー・ハイン，2013）。これに対して，日本においては，森林・林業分

野だけではなく，一般的に職業教育訓練が盛んではないという社会的な背景があり，こ

れを補完するために森林・林業分野の政策として人材育成が行われてきたといえよう。

しかし，継続的に人材を育成していく社会制度を構築していくためには，林野庁の事業

として一時的に研修を行うだけではなく，教育制度等も視野に入れた「基本モデルの違

いを踏まえた分析が重要」（志賀，2013）である。 

さらに，フォレスターの就職先とそこでの仕事内容は，フォレスター育成のあり方を

考える上で重要な要素である。フォレスターの就職先として，大きくは行政セクターと

民間セクターが想定され，それぞれの重要度には国ごとの違いがある。日本の場合は，

主に公務員を中心とした森林総合管理士と，民間技術者を中心とした森林施業プラン

ナーが育成されているが，森林行政の 前線に位置する市町村に専門性を持った職員は

少なく，主に都道府県に雇用された森林総合監理士が支援を行う制度になっている点な
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どを，基層的な背景として考慮する必要があるだろう。 

また，このような基本モデルに着目しつつも，同時代的な人材育成の近年の動向は，

今後の日本における人材育成のあり方を検討する際に無視することはできず，むしろ積

極的に参考にしていくべきであると思われる。具体的に本研究の前提として，まず押さ

えておくべきと思われる事項の第 1 は，森林・林業に関わる人材に求められる仕事の内

容が変わりつつあるということである。伝統的には，フォレスターという職業は，木材

生産の 大効率化を原則とした官僚的な行動様式で知られ，行政学における官僚行動の

格好の調査テーマになってきた（Kaufman，1967；Tipple and Wellman，1991；Koontz，

2007）。しかし，1990 年代後半から，フォレスター等の森林経営・森林管理を行う技術

者に，木材生産だけではなく環境との両立や，多様なステークホルダーとのコミュニケー

ションや合意形成が求められるようになったことが明らかにされている（Kennedy and 

Koch, 2004 など）。それに伴い，エコシステムマネジメントや生物多様性などを，組織と

技術者個人の関係の中で，どう実現していくかという研究が，アメリカやフィンランド

などで行われている（Butler and Koontz, 2005; Koontz, 2007; Koontz and Bodine, 2008; 

Primmer and Wolf, 2009; Wolf and Primmer, 2006）。 

第 2 に，仕事の内容が変わってきたことの帰結として，フォレスターに求められる知

識や能力が変わりつつあるということである。具体的には，単なる森林管理のための知

識だけではなく，問題解決能力やコミュニケーション力等が求められるようになってき

ていることが指摘されている（Brown，2003；Nair，2004）。代表的な実証研究例として

は，Arevalo et al.（2010）の，欧州 13 ヵ国における，フォレスターの雇用主と教育を行

う大学の両方に対して実施したアンケート調査を挙げることができる。この調査の中で

は，雇用主と大学の双方が，生態系サービスや炭素吸収など新しい分野の知識に加えて，

専門家及び非専門家とのコミュニケーション能力を重視していることを明らかにしてい

る。同様に，アメリカにおける Sample ら（1999）が行った全米 257 の雇用主に行った

電話インタビューの結果，フォレスターの も重視する能力として，チームで働く能力

と，公衆の質問や疑念に耳を傾け回答する能力が，それぞれ 1 番目と 2 番目に多かった。

また，このような専門技術者の教育現場における改革の必要性を巡る議論は，森林科学・

林学（フォスレスター）だけではなく，保全生物学（Muir and Schwartz, 2009; Newing, 2010; 
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Perez, 2005）や，野生動物管理（Kroll, 2007; Lopez et al., 2006）などの分野でもほぼ並行

して進んでいる。 

第 3 に，仕事や求められる能力の変化を受けて，大学等の教育プログラムにも変化が

起こりつつあるということである。特に，欧米諸国の伝統的な林学分野では 1990 年代か

ら学生数の減少が問題になり，教育プログラムの改善の必要性が指摘されてきた（Leslie 

et al.，2006; Miller，2004; Nair，2004）。具体的には，アメリカでは，成果重視（Outcome-based）

の教育プログラムの開発が行われてきた他（Zundel and Needham, 2000），欧州諸国におい

ては，Silva Network と呼ばれる主要森林国の大学を中心に，求められる能力を育成しう

る教育プログラムの開発について各国での経験が共有されるなどしている（Schmidt and 

Barelink, 2006）。 

このような欧米諸国における研究成果は，日本における人材育成のあり方を検討する

上で，大いに参考になるものであるが，欧米諸国における人材育成とその変化の背景に

は，主に社会や労働市場のニーズの変化が想定されているのに対して，日本の場合は，

森林・林業分野の政策として人材育成が進められているという固有の状況があることに

注意する必要がある。また，欧米諸国においては労働市場のニーズについての実証的な

研究が進んでおり，教育プログラムにおいて身に付けるべき知識や技能などとの関係性

を議論できる素地が作られているが，日本においては，今後育成されていく森林施業プ

ランナーや森林総合監理士，市町村職員への期待役割や，実際の組織内での業務のプロ

セスを基礎的な情報として蓄積していく必要がある段階である。 

 

４．課題の設定と本論文の構成 

以上を踏まえて，本研究では，2000 年代後半以降の日本における，森林・林業分野の

人材育成政策の動きを題材とし，その意義と政策実施手段としての限界と課題を分析し，

今後の発展に向けた方向性を論じることを目的とし，以下の 3 つの独立した研究からな

る 3 つの章と，それらを踏まえた総合的な考察を行う 1 つの章を配置する。 

まず第 2 章では，前述のように日本における人材育成の仕組みが欧米諸国とは大きく

異なっていることから，日本以外の先進諸国におけるフォレスター育成・資格制度を整
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理し，その中での日本の相対的な位置関係を明らかにする。そこでは，既存の社会・教

育制度を基本モデルとして，基層的なレベルでの分類を試みる必要がある。 

第 3 章では，民間技術者であり，現場での森林管理・林業経営のレベルで必要とされ

る森林施業プランナーの育成政策の内，特に重要な研修事業に焦点を当てる。政策的な

イニシアティブで開始された研修が，開始後 10 年近くを経過する中で，その性格や内容

がどのように変化してきたかを把握する。また，研修での学習内容が，実際の仕事に反

映されることで，どの程度，またどのようにして，政策的な効果を上げるに至ったのか

を検証するために，研修プログラムの評価や受講生アンケート，優良事例の分析を行う。

これらの分析により，政策的に進められた人材育成事業の意義と限界について考察を行

う。 

第 4 章では，今度は森林・林業行政の 前線に位置づけられた市町村に焦点を合わせ，

そこで求められる公務員人材について考察を行う。具体的には，地方分権と同時期に進

められた合併により体制を充実させた市町村の，独自の政策展開プロセスを分析するこ

とで，どのような人材が活躍し，また必要とされているのかを分析する。これにより，

一般的には十分な体制や能力があるとは見なされてこなかった市町村の，森林・林業行

政の担い手としての可能性を検証することができる。なお，市町村を支援するとして設

計された森林総合監理士の活動は緒についたばかりであるため，本研究では対象とはせ

ず，本章の調査結果から，今後の育成のあり方について考察を加えるとともに，まだ政

策的に未着手の市町村職員の人材育成についての示唆を得ることとしたい。 

以上を踏まえて，第 5 章では日本の人材育成政策について，制度面及び実態面から，

その国際的な位置づけを改めて整理した上で，これまでの成果について評価・分析を加

え，政策としての人材育成の限界も指摘する。これらを踏まえて，今後の人材育成につ

いて，政策に頼るだけではなく，教育機関の教育プログラムの見直しや，技術者集団の

自主的な連携も含めて総合的な提案を行う。 
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■注 

(1) 自治体レベルでは，京都府（2012 年），秋田県（2014 年），高知県（2015 年）などで大学校

が開設された。また，４年制大学の動きとしては，JAFEE（森林・自然環境技術者教育会）

による教育プログラムの認定が行われ，岩手大学，宇都宮大学，静岡大学，千葉大学，新潟

大学が認定校となっている。更には，鹿児島大学の再チャレンジ社会人大学院（通称：森番

人養成）と林業生産専門技術者養成プログラム（学び直し）や，愛媛大学（森の国・森林環

境管理リカレントコース）など，社会人大学院のコースも創設されている。 
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第２章 先進諸国におけるフォレスター制度の現状と近年の変化の方向 

１．はじめに 

１.１  基本モデルへの注目 

フォレスター教育の歴史は古く，19 世紀後半から 20 世紀前半には，各国でフォレス

ター学校が設立されている。これは各国が近代国家としての枠組みを整えていく時代に

相当し，これらの初期に設立された教育システムが基本モデルとなり，現在のシステム

を規定している可能性は十分に考えられる（Thelen，2004）。志賀（2013）も，「林業教

育に関しても基本モデルの違いを踏まえた分析が重要」と指摘している。 

ところが，日本における人材育成政策の立案の際には，主にドイツ語圏のフォレス

ターの育成や活動の実態が参照され，関連する調査報告もあるが（例えば岸，2012，カ

イザー・ハイン，2013, 浜田，2014 など），諸外国のフォレスターの育成の実態や，資

格制度についての総括的な比較は行われていない。特に，日本の教育制度は，明治時代

においては主に欧州のそれを参考にしてきており，戦前の日本の林学教育制度が欧州を

モデルにして発展してきたことが報告されている（奥山，1997）。しかし，第二次世界

大戦後はアメリカの影響を強く受けている（天野，2007）。そのため，アメリカやそれ

に類似する国々の実態把握は不可欠と考えられる。 

また，国際的な議論においても，Schuck（2009）が，欧州 4 ヵ国（ドイツ，オースト

リア，フィンランド，オランダ）の総合大学のフォレスター教育について，教育プログ

ラムの 2000 年代の改革プロセスとその結果について比較研究を行っているが，資格制

度までを対象とした研究は行われていない。そこで，各国において，このような技術者

集団をどのように育成し，職業や業務へ接続させるためにどのような資格制度を構築し

ているのかについて，実態把握が必要である。 

１.２  フォレスター制度の分析視点    

先行研究においては，例えばアメリカ・イギリスとドイツの専門職全般の発展につい

ての比較から，アメリカ・イギリスでは民間の専門職団体の活発な成長があったのに対

して，ドイツでは専門職団体が存在したものの，国家統制と官僚主義化を受け入れ，国

と密接な関係にあったことが示されている（マクレランド，1993）。これは，グライネ
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ルト（1998）による職業教育訓練への国家の関与の度合いや仕方による類型とも一致し

ている。そこで，フォレスター制度についても，大きくはアメリカ等の民間専門職団体

が中心となり資格制度を運用している国と，ドイツ等の国家が資格制度を運用している

国に類型化できることが予想される。 

また，この類型は，エスピン-アンデルセン（2001）による福祉資本主義の類型と一

致し，種々の公的サービスの供給に対する官民の関わり方の多寡の傾向と対応している。

フォレスターの場合も，森林管理や林業経営のために行う法律に基づく規制・指導や，

管理方針や施業の立案・実行監理を，公的サービスの一種として捉えれば，各国のサー

ビスの提供主体（フォレスターの所属先）の官民の寄与の違いについても，類型ごとに

特徴が現れると予想できる。 

さらに，このような歴史的な経緯に加えて，各国のフォレスター制度を分析する上で

考慮しなければならないことは，教育及び資格制度が近年大きく変化しつつあることで

ある。フォレスター教育を取り巻く環境が変わり始め，学生数が減少傾向にあることな

どが，1990 年代後半から世界的に報告されるようになった（Lewark et al.，1998; Miller，

2004; Nair，2004）。その背景には，環境意識の高まり等により，森林管理や林業自体に

求められる社会的なニーズ自体の大きな変化があると理解されている（Brown，2003; 

Kennedy and Koch，004）。特に欧州においては，主要な就職先の公務員から非公務員へ

の変化 （Lewark et al.，1998）や，ボローニャ・プロセス等の教育制度改革による卒業

資格の国際標準化の影響が報告されている（アミタ持続可能経済研究所，2011）。 

また，近年，先進諸国においては，雇用の流動性を高めることが，労働政策及び産業

政策だけではなく，貧困対策や社会的排除を予防する観点からも重要視されている

（OECD/Noya, Clarence，2008）。そのため，個人の関心や環境に合わせて，学校を卒業

した後も学び続ける（継続教育：Continuing education）ことや，職業能力を客観的に評

価することによりステップアップを可能にする仕組み（キャリアラダー）を構築するこ

との必要性が指摘されている。 

これら先進諸国の近年の変化を捉えることは，今後の変化への対応の方向性を予見す

る上での貴重な情報となりうるため，日本における今後のフォレスター育成の制度発展

のための基礎情報として有益であると思われる。 
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１.３  本章の目的 

以上の背景を踏まえて，本研究では以下の二つの事項を目的として設定する。すなわ

ち，公的サービス供給における官民の役割が異なる先進諸国において，第 1 にフォレス

ターの資格制度及び教育制度の実態とその特徴を把握すること，第 2 に近年の変化への

対応を整理した上で，今後の変化や発展の方向性を考察すること，である。 

後に，先進諸国の類型を踏まえて日本の位置づけを整理し，先進諸国のフォレス

ター制度の実態と特徴及び変化の方向性から，今後の日本における発展への示唆を得る

こととしたい。 

２．調査対象及び分析枠組み・手法 

２.１  調査対象国 

本研究においては，森林管理及び林業経営のためのサービス供給において民間セク

ターが重要な役割を果たす類型の代表国としてアメリカを，サービスの供給において政

府の役割が大きいタイプの代表国としてドイツを取り上げ，重点的に調査を実施した。

加えて，アメリカと同類型の国としてイギリスとカナダを，ドイツと同類型の国として

オーストリア，スイスを選定して概要の調査を行い，アメリカ，ドイツ両国との比較や

考察の補助的な材料として活用した（表 2-1）（１）。  

調査は訪問調査を基本とし，不足する情報を文献調査や，電子メール等の問い合わせ

によって行なった。訪問国と時期は，ドイツ（2007 年 3 月，2008 年 10 月），オースト

リア・スイス（2009 年 10 月），アメリカ（2011 年 2 月，2012 年 10 月），イギリス（2012

年 11 月）である（2）。 

２.２  調査対象 

本研究における調査対象は，各国のフォレスターである。肉体労働を行なう現場技能

者（ワーカー）とは，明確に区別されていることが多い。 

例えばアメリカでは，現場技能者は Forest technologist と呼ばれ，フォレスターは 4 年

制の大学の修了が求められるのに対し，現場技能者は 2 年制のコミュニティ・カレッジ

修了レベルであればよく，両者は明確に区別されている。またドイツでは，現場技能者

のことをドイツ語で Forstwirt，フォレスターのことを Förster と呼び，明確に区分してい
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る（寺下， 2010）。ただし，イギリスやスイスなどでは，現場技能者からフォレスター

へとステップアップするキャリアラダーが構築されている。日本では，緑の雇用等で現

場技能者として新規参入する者が多く，こうしたステップアップの仕組みは重要である

と思われるので，補足的に取り上げ，その意味について考察を加えたい。 

２.３  分析枠組み 

本研究では，フォレスター制度を規定する要素として，資格制度と教育制度の 2 つを

設定し，その両面から各国の実態を記述した。類型ごとのサービス供給者における官民

の役割の違いを把握するため，資格制度については，運営主体（政府か民間セクターか），

労働市場との関係（政府もしくは民間セクターとの結びつき）等を調査した。教育制度

については，フォレスターを育成する教育機関の性格，資格制度との関係等を調査した。 

 

表２-１ 類型別，国ごとのフォレスター制度の概要 

 

 

アメリカ カナダ イギリス

民間
SAFによる会員制
度及び認証制度

各州フォレスター
協会の会員にな

る必要あり

ICFによる認証制
度

行政
７州において免許
制度、10州にお
いて登録制度

州政府による登
録制度

－

ドイツ オーストリア スイス

民間 － － －

行政 国家資格 国家資格 国家資格

（出所）各種資料より筆者作成

サービスの供給において民間が重要な役割を果たす国

サービスの供給において政府の役割が大きい国
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３．調査結果：類型ごとの特徴 

３.１  サービスの供給において民間が重要な役割を果たす国 

３.１.１  アメリカ 

（１）制度の特徴 

アメリカのフォレスター制度は，フォレスターの民間専門職団体である全米フォレス

ター協会（Society of American Foresters: SAF）が中心となり，構築・運営されている。SAF

は，会員制度及び認証フォレスター制度と呼ばれる資格制度を運営し，認証フォレスター

制度はいくつかの州では公的資格として採用されている。また，大学等の教育プログラ

ムの認定（Accreditation）を通じて，教育内容の標準化についても強い影響力を行使して

いる 

アメリカにおける個人森林所有者に対するサービスは，規制的機能は州の公務員であ

る「州フォレスター（State Forester）」が担い，木材生産等の施業に関わる各種のサービ

ス提供機能は「コンサルティング・フォレスター（Consulting Forester）」と呼ばれる民間

の技術者が担っている。また，アメリカに特有な制度として，Land Granted University と

呼ばれる州立大学に雇用された普及フォレスター（Extension Forester）と呼ばれる普及に

特化したフォレスターもいる（キットレッジ・土屋，2003；餅田，2004）。 

また，具体的な就職先としては，まず連邦有林や州有林等の公有林，もしくは大規模

企業林の管理・経営部門がある。このように，アメリカにおけるフォレスターの就職先

は様々であるが，就職先が異なっていても，SAF の会員であるのが一般的であり，共通

の教育経験を土台として有している。 

SAF の会員はいくつかの種類があるが， も一般的な Professional 会員を見ると，会員

になるためには，SAF が認定する学部レベルの教育プログラムを修了し，かつ 3 年以上

の実務経験が必要である。また，会員となった後も，倫理規定（Code of Ethics）の遵守

が義務付けられている。さらに SAF では，1994 年より自主的制度として認証フォレス

ター制度を創設し，フォレスターの技術や倫理の規準を設け，社会的信頼を維持する機

能を果たしている。認証を受けるには，SAF が認定する学士レベルの教育プログラム修

了後，5 年以上の実務経験を積んで，筆記試験に合格することが必要である。必要な実

務経験年数は修士であれば 4 年，博士であれば 3 年に短縮される。試験合格後も，業務
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規準（Standard of Practices）の遵守及び継続教育（3）の受講が求められる。 

専門職（Professional）の概念が社会に強く浸透しているアメリカにおいては（山田，

1998），専門職団体である SAF の会員であることが森林所有者への信頼確保に重要な機

能を果たしている。そのため，多くの州では，SAF 会員が，専門職として施業に関わる

各種のサービスを提供することを前提としている。ただし，独自の政策を達成するため，

フォレスターとしての資格制度を有している州が，50 州の内，17 ある（4）。これらの州

においては，就職先に関わらず，営業許可や免許が必要である。この中には，州政府が

SAF の認証フォレスター制度を活用している場合があり，具体的には SAF の認証フォ

レスター制度が 3 つの州（メーン州，ジョージア州，サウスカロライナ州）で営業免許

として採用されている他，メーン州とジョージア州は SAF が作成する試験問題に，独自

の問題を付け加えて試験を運用している（アミタ持続可能経済研究所，2011）。 

アメリカの大学は非常に数が多く，かつ政府による関与を避けてきたという歴史があ

るため，教育プログラムの内容や質も様々であり，複雑である（潮木，2004；谷，2006）。

そのため，各専門職団体が，専門職として必要な当該分野の教育の質を確保するために，

教育プログラムの認定を行っているのが一般的である（山田，1998）。 

フォレスターについては，SAF が教育プログラムの認定を行っている（5）。2012 年時点

でのべ 58 の教育プログラムが認定されており，そのほとんどが 4 年制の州立大学（6）が

提供する学士（Bachelor）の学位であるが，7 つの修士（Master）が含まれている（表 2-2）。

これらの SAF により認可された教育プログラムの内，学士課程を修了した場合は，認証

フォレスター補（Candidate of Certified Forester）として認証される。 

学士レベルの主な学位はBachelor of Science (B.S.)であり，より細かくはB.S. in Forestry，

B.S. in Forest Resource などと表記される。修士の学位は，私立大学と一部の州立大学で提

供されている。私立大学では，リベラルアーツ学部を卒業した学生に対して，大学院レ

ベルで専門教育を行なうのが一般的である（山田，1998）。林学分野においても，イェー

ル大学などが大学院で修士の学位を提供している。 

なお SAF では，主に 2 年制のコミュニティ・カレッジを対象とした技能者（Forest 

Technologist）育成コースの認定も行っている。アメリカではコミュニティ・カレッジか

ら州立大学への転入は一般的であり，この仕組みを使ってフォレスターへとステップ
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アップしていく者も多い（山田，1998）。 

表２-２ SAF の認定プログラムの学位の種類とその数 

 

 

（２）近年の変化 

近年，アメリカの林学分野では，一般社会の森林に対する価値観の変化の中，フォレ

スターが木材生産に特化した専門職だと認識されがちな点や，専門職養成を前提とした

固定的なカリキュラムが敬遠されるなどに理由により，学生の確保に苦慮している。そ

のため，環境科学（Environmental Science）や天然資源管理（Natural Resource Management）

のコースへ改組しているところも多く，学位名も B.S. in Natural Resource Management と

しているものが増加傾向にある。そのため，SAF でも都市近郊林管理（Urban Forestry）

の教育プログラムの認定を開始するとともに，陸域生態系管理（Terrestrial Ecosystem 

Management）コースの教育プログラム認定を検討している（Brown，2012）。 

また近年，一部の州立大学でも，ワシントン大学（University of Washington: UW）の

Master of Forest Resource や，ニューヨーク州立大学の Master of Forestry 等のように大学院

レベルでの修士コースへの移行が見られる。具体的な事例として，UW の森林関係の教

育プログラムの構成を見る。UW の学部生向けには，「Sustainable Forest Management」と

呼ばれる実務的内容を含むコースがあるが，現在は SAF の認定から離脱し，修士以上の

学位名 プログラム数

Bachelor of Science in Forestry 26
Bachelor of Science in Forest Resource 9
Bachelor of Science in Forest Engineering 3
Bachelor of Science in Natural Resource Management 4
Bachelor of Science in Natural Resource
and Enviromental Science

2

Bachelor of Science in Plant Science 1
Bachelor of Science 6
Master of Forestry 6
Master of Forest Resource 1
合計 58
（出所）SAF資料より作成
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レベルにおける専門職育成のための一年間のコース「Master of Forest Resources in Forest 

Management」のみが，SAF の認定を受けている。 

このような修士プログラムへの移行は，より高度な人材育成を目的に，修士レベルで

専門職教育を行うことで，社会人経験を持つ，目的意識の高い学生を呼びこむことも狙っ

ている（7）。それと同時に，学部学生数の確保のためには自由度の高いカリキュラムにし

ておく必要があるが，そうなると SAF が求める専門性重視のプログラム要件を満たすこ

とができないという事情も存在する。 

 

３.１.２  サービスの供給において民間が重要な役割を果たすその他の国 

（１）イギリス 

イギリスでは，民間専門職団体である Institute of Chartered Foresters（ICF）が，同国の

フォレスターの資格及び教育制度の中心にある。具体的には，会員制度として Chartered 

Forester 制度を運用し，教育プログラムの認定を行っている。 

ICF の会員の要件は，ICF が認定した教育プログラムを修了後，所定の年数の業務経験

を経て，筆記及び面接試験を受けるものである。会員になった後，倫理規定の遵守及び

継続教育による所定の単位取得が義務付けられる。ICF の会員の所属は，行政（Forestry 

Commission 及び自治体）は全体の 4 分の 1 程度であり，残りは独立系のコンサルティン

グ会社も含む民間が中心となっている。私有林に対するサービスとしては，行政は主に

法律に基づく監視と林業活動の助成に特化し，私有林の経営は民間コンサルタントの

フォレスターのサービスを購入して行われることが多い。 

ICF が現在認定しているフォレスター育成を行う大学（University）のコースは，アバ

ディーン（Aberdeen），バンゴー（Bangor），カンブリア（Cumbria）の National School of 

Forestry，UHI（University of the Highlands and Islands）の Scottish School of Forestry の 5 つ

である（8）。この内，後者のカンブリア，UHIの2校については，かつての単科大学（College）

が 1992 年の法律改正により，総合大学（University）に格上げされたものである（9）。 

イギリスにおいて特徴的なのは，1986 年から開始された全国職業資格（NVQ：National 

Vocational Qualification）制度が林業セクターにも適応され，施業現場で技能者として働
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く初級技能者（NVQ1）からフォレスター（管理者：NVQ4 及び認定管理者：NVQ5）ま

での，必要なスキルと対応する学位を整理し，キャリアラダーとして整備している点で

ある。また，イギリスでもフォレスターを目指す学生数は全体としては減少傾向にある

が（Leslie et al.，2006），NVQ によるキャリアラダーを活用して，社会人経験のある学生

がフォレスターを目指して修士コースに入学するケースが増えている。そのため，社会

人学生を念頭に，週末を中心としたプログラムや，夏期休暇に集中的に行なうプログラ

ムなどが人気を集めていると言う。 

（２）カナダ 

 カナダは，10 の州から構成される連邦国家である。フォレスターについての連邦レベ

ルの専門職団体として，The Canadian Federation of Professional Foresters Association（CFPFA）

がある。CFPFA は構成員として，8 つの州レベルの専門職団体と，専門職団体の存在し

ない 2 つの州における活動を補完するなどの機能を持つ The Canadian Institute of Forestry

（CIF），教育プログラムの認定を行なうThe Canadian Forestry Accreditation Board （CFAB）

から構成されている。なお，CFAB は CFPFA の一部門であったが，1989 年に分離して，

独立した組織になった。 

カナダの森林はそのほとんどが州有林であり，州政府に規制的役割を果たすフォレス

ターが雇用されている。一方，州政府が伐採行為を含むさまざまな形態の森林利用権を

企業等に付与することで林業活動が行われているため，民間の林業会社や独立系のコン

サルタント会社にフォレスターが雇用されており，森林経営のためのサービスを提供し

ている。多くの州においてフォレスターについての登録制度が存在し，有資格者は

「Registered Professional Forester（RPF）」と呼ばれている。いくつかの州では，RPF の資

格を得るために，州のフォレスター協会の会員になる必要がある。例えば，ブリティッ

シュ・コロンビア州では，CFPFA の構成員の一つである Association of BC Forest 

Professionals（ABCFP） という団体があり，同州の Forester Act により，同州で林業関係

の業を行う場合は ABCFP の会員になることが必要であると定められている。 

カナダでは，森林関係の教育を行う多数の大学があり，4 年制の学部レベル，2 年制の

修士レベルの教育プログラムを提供している。具体的には，ブリティッシュ・コロンビ

ア大学（University of British Columbia）などがある。ただし，RPF として州政府に登録さ
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れるためには，CFAB が認定した 7 つの大学の学士号または修士号を取得する必要があ

る（10）。 

 

３.２  サービスの供給において政府が重要な役割を果たす国 

３.２.１  ドイツ 

（１）制度の特徴 

ドイツのフォレスター制度は，もともと官僚制度の一環として設計された制度であり，

国家が教育機関を整備し，実習及び試験を通じて育成と選抜を行ってきた。官僚制度内

部の階層性に対応し，教育機関の中にも階層性が存在した。また，ドイツでは一般的に，

職業訓練が充実しており，フォレスターの育成においても，実習等を取り入れた実務重

視の教育が行われてきた。ドイツは連邦制の国であり，森林行政機構は州により異なる

が，多くの州では，州公務員のフォレスターは州有林の経営だけではなく，区画内の民

有林に対しても，法律に基づく規制的役割と，各種の指導・助言のサービスを提供して

きたのが特徴である（11）。 

ドイツのフォレスターの伝統的な国家資格制度では，大学卒業後，上級フォレスター

の場合は 2 年間の，中級フォレスターの場合は１年間の事前研修を経て国家資格試験を

受験し，合格した後，州公務員として採用されていた。例えば，ラインラント・プファ

ルツ州の森林法によれば，森林局レベルでの業務のためには上級フォレスターの資格が，

営林署業務のためには中級フォレスターの資格が必要とされている（岸，2012）（12）。こ

のように，ドイツでは，フォレスターの資格は公務員に必要な資格として法的に位置付

けられているが，民間企業等に就職する場合は必ずしも必要ではない（13）。 

現在のドイツでは，総合大学（University）では上級職のフォレスターの育成が行われ，

中級フォレスターの育成は，応用科学大学（Applied Science University）で行われている（14）。

上級フォレスターの育成を行なっている総合大学にはフライブルク（Freiburg），ミュン

ヘン（München），ドレスデン（Dresden），ゲッチンゲン（Göttingen）の 4 つがある。中

級フォレスターの育成を行なっている応用科学大学にはロッテンブルク（Rottenburg），

ヴァイエンシュテファン（Weihenstephan），エアフルト（Erfurt），ゲッチンゲン（Göttingen），

エーベルスヴァルデ（Eberswalde）の 5 つがある。 
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ドイツの応用科学大学は，かつてはドイツ語でホッホシューレ（Hochschule ：1960 年

代からは専門単科大学）と呼ばれる教育機関であり，従来から大学とは異なる位置づけ

の職業教育訓練や応用研究を重視してきた（カイザー・ハイン，2013）（15）。取得できる

学位は，ドイツ語で Diplom Forst Ingenieur と呼ばれるものであった。応用科学大学の事

例としてロッテンブルク大学を取り上げると，1990 年までは州の農林省の管轄であり，

教育省の管轄になった後も，実態としては州の公務員フォレスターの育成機関としての

側面が強く（16），2000 年前後までは卒業生のほとんどが資格試験を経て，州公務員に採

用されていた（アミタ持続可能経済研究所，2011）。 

一方，総合大学では，取得できる単位はドイツ語で Diplom Forstwirt と呼ばれ，応用科

学大学に比べてより基礎的な教育や研究が行われてきた。カリキュラムは応用科学大学

とほとんど変わらないものであったが，アカデミックな授業の比率が高くなっている（農

林中金総合研究所，2008）。 

（２）近年の変化 

1990年頃から，ドイツにおいてもフォレスターの就職先が，公務員だけではなくなり，

多様化してきた（Lewark et al.，1998）。総合大学においては，フォレスターとしての就

職自体が減少し，基礎研究面での成果の重視などにより，卒業生の進路は研究職や自然

保護団体，IT コンサルタント等が増加している（Schmidt et al.，2010）。そのため，資格

制度を介した教育機関と行政（就職先）との結び付きが弱まりつつある。例えばドイツ

のバーデン・ヴュルテンベルク州では，2007 年以降，大学卒業後，採用候補者の選抜試

験を経て，採用を前提に 2 ヵ年のトレーニングプログラムを受講するシステムに変更さ

れている。また，かつては資格取得のための国家試験が存在したが，2008 年以降，国家

試験は廃止され，学士もしくは修士の学位が資格取得の前提条件となっている。 

教育制度においても，大きな変化が起こっている。EU において 1999 年に採択された

ボローニャ・プロセスの一環として，ドイツの大学の伝統的な学位であったディプロー

ム（Diplom）は廃止され，国際的に標準的なバチェラー（学士）とマスター（修士）の

2 段階の学位に統一されることになった。このような教育界の変化を受けて，フォレス

ター育成を行う教育機関においても，カリキュラム等の変更・調整が行われた。ディプ

ロームの取得には 5~6 年を要したのに対して，バチェラーは国際標準に合わせて 3~4 年
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で取得できるようになったため，専門性・実践力の低下などが懸念されている（アミタ

持続可能経済研究所，2011）。 

また，従来ドイツでは，全ての大学が同等の教育水準を満たしていることを基本とす

る平等主義を貫いてきたが，2000 年代に入り外部資金の獲得などを巡り大学間の競争が

始まりつつある（潮木，2004；アミタ持続可能経済研究所，2011）。そのような中で，例

えばロッテンブルク大学では，近年の変化を好機と捉え，より多くの入学希望者や外部

資金を獲得し，競争に打ち勝つために積極的な対応を見せている。まず，基盤として実

践的な林業教育を維持するため，実践的な講義や実習に加えて，20週間以上の現場実習，

もしくはインターンシップを義務付けることで，引き続き実践的な教育プログラムを提

供している（カイザー・ハイン，2013）。また，州の公務員フォレスター以外の労働市場

に対応し， 修士号が取得できる大学院コースも開設している。学士レベルでは従来通り

のフォレスター教育を実施し，修士レベルで再生可能エネルギー，景観計画，国際発展

教育，木材技術の 4 分野のコースを用意し，より特化した専門性を付与するシステムと

している（カイザー・ハイン，2013）。 

３.２.２  サービスの供給において政府の役割が大きいその他の国 

（１）オーストリア 

オーストリアでは，ドイツをモデルに資格試験制度が創設された。現在のドイツでは

制度に変化が見られるのに対して，オーストリアでは基本モデルの大きな変更なしに資

格制度を継続している。 

オーストリア大使館商務部（2013）によれば，所定の高等専門学校（ブルック森林技

術専門学校）での課程を修了すると，森林官補佐の職位が獲得できる。その後，２年間

の実務経験を経て，国家試験受験資格を得て，試験を受けて合格すればオーストリア森

林法により，「森林官（ドイツ語で Förster）」の職位（資格）が与えられる。ブルック森

林技術専門学校は，連邦農林環境水資源管理省の管轄下にある。 

オーストリアでは，森林官の上位の職位として，「森林経営管理者（ドイツ語で Höheren 

Forstdienst/ Forstwirt）」がある。この職位を得るためには，農学分野に特化した総合大学

（ウィーン土壌大学 BOKU：University of Natural Resource and Applied Science）を卒業し
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た後，2 年間の実務経験を経て，国家試験を受験して合格する必要がある。BOKU は，

連邦レベルの農林環境水資源管理省が教育省と共管している。 

労働市場との関係を見ると，オーストリアの場合は，同国の森林法により，1,000ha 以

上の森林を経営する場合は森林官の，3,000ha 以上の森林を経営する場合及び林道の設計

を行なう場合は森林経営管理者の資格が必要である。そのため，行政以外にも，大規模

森林企業や農業会議所等に就職する際に，これらの資格が活用されている。ただし，森

林官の求人は多いが，森林経営管理者の求人は少なく，就職先をすぐに見つけるのは困

難な状況である（アミタ持続可能経済研究所，2011）。 

（２）スイス 

スイスの場合は，区画担当フォレスター（ドイツ語で Förster）の資格は，リース高等

専門学校（ドイツ語で Bildungszentrum Wald Lyss），マイエンフェルト高等専門学校（ド

イツ語で Bildungszentrum Wald Maienfeld）の 2 つの高等専門学校の卒業時に，論文と試

験に合格すると取得できる国家資格である（17）。学生は，森林作業員としての国家資格を

取得した後，仕事をしながら基礎課程を受講し，その後 2 年間の寄宿生活で集中的に学

習を行っている。そのため，森林作業員としてキャリアをスタートさせた場合も，ステッ

プアップ先として上級森林作業員だけではなく，区画担当フォレスターを選択すること

ができるように，キャリアラダーが整備されている。 

なお，州フォレスターとして採用される場合は，スイス連邦工科大学（ETH），もしく

はベルン応用科学大学（Bern University of Applied Science）の School of Agricultural, Forest 

and Food Science: HAFL を卒業し，森林技師（ドイツ語で Forstingenieur）の認証資格を得

ることが必要であり（石崎ら，2011），区画担当フォレスターとのキャリアパスには区分

が設けられている。HAFL は大学であるため，入学にはギムナジウム（主に大学進学を

目指すための中高一貫校）卒業資格が必要であるが，さらに林業事業体における 1 年間

以上の実務経験が求められ，現場の作業員と技術的知識や体験を共有させる仕組みを有

しているという点が特徴的である（18）。 

労働市場との関係では，基礎自治体（ゲマインデ）有林に雇用されたフォレスター資

格を有する技術者が，ゲマインデ有林に加えて周辺私有林の森林管理も担う場合，州（カ

ントン）からの人件費の補助を得ることができるようになっており，資格制度を活用し
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た地域森林管理システムを構築している（志賀，2003）。具体的には，このシステムを通

じて，ゲマインデに雇用されたフォレスターが，助言・普及活動や伐採許可，森林巡視

等のサービスを提供することで，地域森林管理を実行している。 

 

４．まとめと考察 

４.１  類型の特徴 

（１）類型ごとの資格制度 

今回調査対象とした，アメリカ，イギリス，カナダにおいては，サービスの供給が民

間セクターにより担われることが多かった。ただし，規制的機能は政府により担われ，

アメリカでは普及機能は州立大学に所属する専門のフォレスターが担当していた。その

ため，フォレスターの就職先として民間事業体が重要な位置を占め，社会的信頼性の確

保は重要であり，各国の民間専門職団体が，資格制度（会員制度）を運営し，倫理規定，

継続教育の義務付け等により，フォレスターの能力や信頼性を社会的に保証する役割を

果たしていた。加えて，専門職団体は大学の教育プログラムについて認定を行い，強い

影響力を及ぼしている。  

他方，ドイツ，オーストリア，スイスでは，政府が官僚（公務員フォレスター）の登

用のために国家資格制度を構築してきた。これらの類型の国では，規制的機能はもちろ

ん，私有林に対する指導・助言等も，公務員のフォレスターが実施するのが基本である。

現在は公務員の求人の減少や，教育水準や卒業資格の国際標準化により，類型の特徴が

不明瞭になっている部分もあるものの，依然として国家資格制度が基本となっている。 

（２）類型ごとの教育制度 

フォレスターの育成については，アメリカ，イギリス，カナダにおいては，総合大学

で行われ，専門職団体によって教育プログラムの認定が行われている。他方，ドイツ等

の国々においては，官僚制度としての成立の歴史を反映して，フォレスターの職位に階

層性が存在し，育成を行う教育機関も異なっている（19）。また，中級フォレスターの教育

機関の中にはかつては農林省等の管轄だったものが多く含まれおり，教育内容や質の管

理が政府により行われていた点も，アメリカ等と対照的である。 
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４.２  近年の変化 

（１）ドイツ型モデルのアメリカ型モデルへの接近 

調査国において起こっている近年の変化は様々であるが，本調査で用いた類型の特徴

と関わって重要なのは，ドイツに代表されるように従来フォレスター制度を国家が主導

してきた国において，政府の関与が弱まっている点である。すでにドイツについては，

州の行政機構改革が進み，自治体や森林所有者との関係の変化が報告されている（石井 ，

2005；神沼，2005）。オーストリアやスイスを含めて，政府が供給する公的サービスの増

減の動向や森林管理への影響について，フォレスター制度との関連からも引き続き注視

していく必要がある。加えて，ドイツ等において民間も含めて雇用先が多様化していっ

た場合に，アメリカ等のように民間専門職団体を発達させてこなかったことが，フォレ

スターの質や社会的信頼性の担保といった点において，どのような影響が現れてくるの

かを観察することで，民間専門職団体の役割についてもより明確に理解が可能になる。 

また，ドイツ等においてはフォレスター育成のための独自の教育機関が大学に発展し

ていたため，ボローニャ・プロセス等により少なくとも外形的には国際標準に準拠する

ことが求められ，組織や学位などの調整・変更が行われている。一方，オーストリアや

スイスでは，区画担当フォレスターの教育機関は専門学校の形態を維持していたため，

このような改革の直接の影響を受けることを免れている。ただし，ドイツの応用科学大

学も，実務家育成という基本姿勢を堅持しつつ，教育機関の国内外の競争の活発化とも

関連して，修士レベル以上のより高度な教育プログラムを付加するなど，更なる独自性

を打ち出していく方向性を見せており，今度の動向が注目される。 

このような変化により，ドイツ等のモデルは，公的サービス市場における公務員比率

の低下や，フォレスター教育機関の組織形態の独自性の喪失などによりアメリカやイギ

リスのモデルに近づいている。実際に，欧州におけるボローニャ・プロセスは，教育シ

ステムの国際標準化を標榜することで，アメリカ型のモデルへの準拠を促している。こ

のようにアメリカ的なモデルの影響の強さを考えると，アメリカで見られた，伝統的な

林学コースの環境科学や天然資源管理コースへの改組と，SAF による新たな認定部門（都

市近郊林管理，陸域生態系自然資源管理）の設立の動きが，ドイツ等においてどのよう

な影響を与えていくのかについても注目する必要があるだろう。 
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（２）キャリアラダーの構築 

本研究では調査対象をフォレスターに絞り，現場技能者と区別をして議論を行ってき

た。これは，職業の実態として両者の間には区別があり，資格も教育機関も異なるのが

一般的であったことを反映している。しかし，各国のフォレスター制度の近年の変化の

中には，これらの区別を残しつつも，現場技能者がフォレスターへとステップアップす

る仕組み（キャリアラダー）として，資格制度を再構築するものもある。 

この動きは，イギリスの NVQ 制度や，アメリカのコミュニティ・カレッジから州立

大学への編入システムとして観察できるので，これらの国の特徴として位置づけられる。

しかし実際は，イギリスでは伝統的に大学卒の技術者と職業資格の間には断絶があり，

NVQ の導入も 1986 年と比較的近年のことであることから，むしろ欧州で実施されつつ

あるキャリアラダーの整備の先駆的動きと位置づけられ，これが近年スイスにおいても

実現していると見るべきであろう。 

 

４.３  日本の位置づけと先進諸国からの示唆 

（１）日本の位置付け 

本章で検討してきた欧米諸国のフォレスター制度と日本のそれを比較した際，第 1 に

指摘できることは，専門職の内容・教育レベルに社会的な合意がなく，教育機関におけ

る専門的教育プログラムを欠いている点である。日本では森林・林業再生プラン以降の

日本型フォレスター制度の検討において，その具体的イメージが定まらないと指摘され

てきた（寺下，2010）（20）。また 1990 年代には，竹内（1994）は，欧州各国の林学研究者

60 人に対するアンケートを通じて，「フォレスター像」を明らかにすることを試み，小

林（1994）が「そもそも日本にはフォレスターに相当する職業像がなかったのではない

か」と述べている。このように，日本では，研究者等の専門家の間でもフォレスターの

あり方についての合意は必ずしも十分ではない。それに対して，今回の調査対象とした

全ての国では，制度の中心にあるのが民間専門職団体か政府なのかという違いはあれ，

必要な教育レベル等の要件を明らかにすることにより，フォレスターという専門職の職

業像について，社会的な合意を維持・発展させてきたと言える。その点で，日本の場合
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は森林総合管理士や森林施業プランナー等についての資格制度は構築されたものの，育

成のための専門的高等教育機関もしくは，教育機関における専門的教育プログラムを欠

いており（21），森林の管理・経営に関わる専門技術者の要件に関する社会的合意形成は不

十分であると言える。 

第 2 の特徴は，現在日本では，諸外国におけるフォレスターに相当する技術者の資格

として，2013 年に創設された森林総合監理士と，2012 年から認定森林施業プランナーの

2 つが存在するという点である。森林総合監理士は，林業改良普及員の一部門であり，

国家資格の一つである。他方，認定森林施業プランナーは林野庁事業の森林施業プラン

ナー研修から発展したものであるが，森林施業プランナー協会が運営する民間資格であ

る。このように，日本は，今回調査を行った先進諸外国の分類に従えば，国家資格とし

て発展して来たドイツ語圏のフォレスター制度と，民間専門職団体を中心に発展してき

た英米圏のフォレスター制度の二重構造を持つという際立った特徴を有していることに

なる。ただし，ドイツ語圏のフォレスターは公務員であるが，各種の指導・助言のサー

ビスまでも提供している点が，日本の状況とは異なる。その点で，むしろ公務員と民間

のフォレスターが役割分担している英米圏のモデルの方が日本に近いと言えるが，英米

圏の民間専門職団体に官民の所属を問わず，幅広くフォレスターが参加する仕組みと

なっている点は日本と異なっている。 

本章では，先進諸国のフォレスター制度比較の出発点として，エスピン-アンデルセン

（2001）の福祉資本主義の類型を用いて分析を行い，フォレスター制度もその他の公的

サービスの供給に対する官民の関わり方の多寡の傾向とよく一致していることを明らか

にした。民間セクターが重要な位置を占めるという点で，日本はアメリカ等に近いとも

言えるが（エスピン‐アンデルセン，2001），福祉資本主義の比較の中で，日本はどのよ

うに位置づけられているのだろうか。そして，その類型は，フォレスター制度について

も当てはまるのだろうか。 

広井（1999）は， 日本の社会保障制度の比較制度分析研究の中で，日本を欧米先進諸

国に対するキャッチアップ型の国と位置づけ，このような国においては，公的サービス

を限定的な領域にしぼりながら，軽負担で 大の効用が得られるような政策や制度が作

られやすいことを指摘している。その結果，政府によるサービスは普遍的なものにはな
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り得ず，そのサービス市場を民間セクターが埋めることで，初めて社会的ニーズが満た

されるという二重構造を取りやすい点に，キャッチアップ型の国の特徴があるとしてい

る。 

日本のフォレスター制度も，森林総合監理士と森林施業プランナーという二重構造を

持っている点で，福祉資本主義の類型と対応していると言える。現在の森林総合監理士

と森林施業プランナーに関する資格制度は，いずれも 2010 年代という比較的 近になっ

て作られたものであるが，その背後には戦後から続く林業改良普及員制度と，森林組合

制度などの諸制度の影響があり，その基層には日本の福祉資本主義のあり方があると言

える。戦後に発展したこれらの制度は，民有林行政における 大の課題だった拡大造林

の推進に特化し，環境面にも配慮した木材生産や森林経営の技術とこれを指導するため

の監視機能の行政負担を軽くしてきたと考えることができる。ただし，福祉分野でも指

摘されているように，キャッチアップ型の社会制度は，社会が成熟するなどの環境変化

を受けて，変革を迫られている。日本のフォレスター制度も，拡大造林期終了後の森林・

林業政策の転換期に産み落とされたものであったが，このような基層的な理解も踏まえ

て，現代的な課題に対応できるように制度を改善していく必要がある。 

（２）今後の日本のフォレスター育成への示唆 

さて，それでは欧米諸国の人材育成の制度の実態から，日本の人材育成の今後のあり

方はどのような示唆が得られるのであろうか。 

現在のシステムを前提として，短期的な対応を想定すると，環境問題の重視や民間セ

クターの台頭等の近年の変化への対応を迫られているという点では，日本の状況も他の

先進諸国と共通しており，変化への対応については参考にできる部分が多い。例えば，

大学における学生ニーズの多様化や研究業績重視の傾向は先進諸国で共通であり，学部

教育をフォレスターのための専門職教育に特化させることは現実的ではないため，アメ

リカやイギリスで見られたように専門コースを設立するなどして，社会人の再教育も含

めて対応する方向などが考えられる（22）。 

次に，森林総合監理士と森林施業プランナーというフォレスターの二重構造について

は，キャリアラダーシステムの整備で両者の橋渡しを行うことを通して，より総合的な

能力を持った人材育成や，両者の有機的連携につなげることが可能である。加えて日本
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においては，緑の雇用制度等を通じて，森林科学を含む大学レベルの教育経験や異業種

での社会人経験を有し，マネジメント的な発想や素養を持つ人材が，現場技能者として

相当数採用されている。そこで，イギリスやスイスの事例で見られたように，必要な知

識や能力・経験などを体系的に整理することで，このような技能者等の人材についても

個々人の適性や意欲に応じて，フォレスター相当の技術者へとステップアップできる

キャリアラダーの仕組みを構築していくことも，日本の現状に照らし合わせれば有効で

ある。 

後に，より長期的に日本の人材育成システムを考えた場合，森林管理や林業経営の

ための専門的技術者のあり方と，必要な知識や技能レベルに関して社会的合意を形成し，

これを保障するための教育制度を構築することが課題となる。このために，現在自治体

や一部の大学で取り組まれている試行的な技術者育成のプログラムについて，その実施

状況や成果について検討し，日本の基層的な社会システムと整合的な，専門的教育シス

テムについて検討を行っていく必要がある。 

また，森林管理・経営の現場で必要とされている専門的技能の内容を検討し，プログ

ラム認定等を通じて教育プログラムへ反映させることに加え，技術者同士の連携による

自己研鑚を図っていくためには，アメリカ等に見られた民間専門職団体の存在が参考に

なる。日本にはすでに，森林施業プランナーの団体として，森林施業プランナー協会が

2012 年 1 月に設立されている。現状では，認定制度・試験の運営が活動の中心であるが，

将来的には，アメリカ等のフォレスター協会の様に，プランナーの技能と，それに伴う

社会的な地位の向上の役割を果たしていくことが期待されている。ただし，日本におい

ては，すでに，森林総合監理士を含む林業指導普及員を対象とした林業改良普及協会や，

日本森林技術協会等の複数の民間技術者団体が存在する。また，大学の教育プログラム

認定は JAFEE（森林・自然環境技術者教育会）により行われている。アメリカ等では所

属を問わず平等に専門職団体の会員となり，専門職団体が資格制度の運営や教育プログ

ラムの認定など様々な機能を総合的に担っていることから，日本においても，団体のあ

り方を整理し，可能な限り広範な技術者が参加できる状況を目指すべきである。 

以上のように，フォレスターの育成・資格制度の国際比較に基づき，日本の相対的な

位置づけを整理した上で，日本における今後のフォレスター育成への示唆を抽出するこ
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とができた。以降では，第 3 章において政策的な人材育成の実態や課題を，第 4 章にお

いて行政現場で求められている人材について，それぞれ整理・分析した上で，再び第 5

章において国際的な位置づけを考慮しつつ，これまでの人材育成の成果と限界，今後の

あり方について考察していきたい。 

 

■注 

(1) これ以外に，資格制度を構築しなかった国としてスウェーデンやフィンランドがある。両国

で資格制度が構築されなかった理由については，制度史的な研究から説明が必要であり，今

後の課題である。現時点では教育制度への信頼が高く卒業資格が労働市場との架橋機能を十

分に果たしていることや，森林組合組織が発達しており，フォレスターの就職先を行政が独

占してきたわけではなかったこと等が影響している可能性を想定している。 

(2) 筆者は，森林・林業再生プランの人材育成検討委員会の委員を 2010 年 2 月から 2012 年 8 月

まで努め，同時に，以下 2 つの調査に検討委員会委員及び，海外事例調査の再委託先として

関与し，日本型フォレスター制度の設計に関与してきた。本研究では，自ら行った文献調査

や訪問調査については出典なしで記述し，それ以外の情報は 2 つの調査を引用して区別して

いる。 

・平成 22 年度林野庁委託調査「人材育成の充実・強化に向けた調査事業」（㈱アミタ持続可

能経済研究所受託） 

・平成 24 年度林野庁委託調査「フォレスター育成調査事業」（㈱自然産業研究所受託） 

(3) SAF では，継続教育を，「Continuing Forestry Education :CFE」と呼称している。 

(4) 他方，その他の制度の中で政策的効果が担保できるのであれば，そのような制度は不要であ

るという認識もある。例えば，ワシントン州はフォレスターに関する資格制度を設けていな

いが，森林の伐採にあたっては詳細な伐採届を作成する必要があり，このような書類を適切

に作成できる能力が事実上のフォレスターの質を担保していると考えている。 

(5) 伊藤（1994）によれば，SAF の教育プログラム認定制度は，1930 年代に急増した林業教育プ

ログラムの質を確保するために始まった。 

(6) フォレスター教育の過半を担う州立大学は，19 世紀に農家の子弟の職業教育を行う農工大学

として創設された後，第二次世界大戦後の冷戦下の状況の中で多額の研究資金が投入され，
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研究大学としての性格を付加されてきたという経緯を持つことに留意が必要である（谷 ，

2006)。 

(7) ただし，これらの学生は，学部時代に林学を専攻していたわけではないため，修士論文が課

されないとはいえ，1 ヵ年という短い期間で必要な知識を身につける必要がある。 

(8) これらの大学に加えて，3 つの単科大学（College）では，Foundation Degree や Diploma と呼

ばれる学位を取得できる 1～2 年間の教育過程を提供しているが，これは，林業の現場監督

者や作業員を育成するものである。 

(9) 反対に，かつては，オックスフォード（Oxford）やエディンバラ（Edinburgh）といった名門

総合大学でもフォレスターの育成が行われていたため，総合大学と単科大学の卒業者の呼称

に区別が存在したが，現在は両校ともフォレスター教育は行っておらず，呼称の区別も消滅

している。 

(10) CFAB が認可していない教育プログラムや，海外の大学を修了した者のためのルートも整備

されている。 

(11) このように州有林だけではなく民有林の管理も州フォレスターが行う森林行政のシステム

は，統一森林管理署方式と呼ばれる。石井（2005）によれば，少なくとも 20 世紀の後半ま

で，ベルリン等の都市州を除くドイツ 13 州のうち 11 州が統一営林署方式を取っていた。こ

れらの州の森林面積の合計は全ドイツの 9 割程度を占めることから，統一森林管理署方式が

ドイツを代表するモデルであることは間違いない。ただし，いくつかの州では，州有林経営

を一般行政から切り離したり，州フォレスターの所属を郡レベルに移管したりするなどの変

化が起こっている（石井，2005；神沼，2005）。 

(12) 岸（2012）は，「高級森林官」「上級森林官」と訳出している。 

(13) ただし，州フォレスターが民間企業に転職することも珍しくなく，資格や学歴が転職時に役

に立っている可能性も高い。 

(14) フォレスターの育成については，歴史的には，中級フォレスターについては 1920～30 年代

に北ドイツ（プロイセン）で短期の研修が始まったとされる。バーデン・ヴュルテンベルク

州では，第二次世界大戦以降に研修が始まり，その後 2～3 年間をかけた職業訓練を行う教

育機関として整備されていった（農林中金総合研究所，2008）。一方，上級フォレスターの

場合は，18 世紀頃に狩猟の管理者として貴族階級の者達への研修から始まり，18 世紀末期
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から 19 世紀初頭にかけて，大学教育の中に統合されていった（ハーゼル，1996；農林中金

総合研究所，2008）。 

(15) 現在もドイツ語名は，ホッホシューレが用いられる。ロッテンブルクの場合は，ドイツ語名

は Hochshule für Forstwirtshaft Rottenburg である。 

(16) 1990 年まで，ロッテンブルク大学は，州の森林行政部門直轄の教育機関であった。現在は，

学術省の管轄になっている。 

(17) http://www.codoc.ch/0/waldberufe/foerster-hf/（2015 年 11 月 21 日取得） 

(18) http://www.codoc.ch/0/waldberufe/foerster-hf/（2015 年 11 月 21 日取得） 

(19) アメリカでは総合大学で職業教育が行われてきたが，それ自体が欧州諸国とは異なるシステ

ムであった。特に州立大学では学士課程においても，多様な職業教育が行われてきたため，

欧州の大学と「同等」とみなすことができるかという議論が行われていた時期もあったと言

う（天野，2007；潮木，2004）。 

(20) 2012 年 9 月には，森林計画学会・林業経済学会連携シンポジウムとして「次世代の森林・林

業技術者の育成と森林・林業再生プラン」というシンポジウムが開催され，フォレスター等

の専門技術者のイメージや，求められる知識や能力についての議論が行われた。シンポジウ

ムの記録は，『林業経済』Vol.66(4)，15-29 頁，2013 年に掲載されている。 

(21) 2012 年に開校した京都府立林業大学校では，森林施業プランナーの育成及び資格取得を念頭

に置いたカリキュラムを構築している点で，日本では新しい試みと見ることができる。 

(22) 鹿児島大学の再チャレンジ社会人大学院（通称：森番人養成）と林業生産専門技術者養成プ

ログラム（学び直し）や，愛媛大学（森の国・森林環境管理リカレントコース）において，

社会人の継続教育が提供されている。 
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第３章 政策の実現手段としての人材育成の有効性と限界：提案型集約化施

業推進のための森林施業プランナー研修を事例として 

１．はじめに 

１.１  日本における提案型集約化施業の推進政策と森林施業プランナー育成研修 

日本では，小規模に分散した私有林において，拡大造林政策の結果誕生した人工林の

整備と資源の有効活用が大きな政策的な課題となってきた。そうした中，京都府の日吉

町森林組合は，1990 年代半ばより提案型集約化施業（以下，集約化施業）と呼ばれる手

法を開発し，複数の森林所有者に対して，施業にかかる収支を明記した提案書を用いて

提案を行い，作業道の開設と利用間伐を実施して，管内の森林整備を着実に進めること

に成功した。藤野（2010）は，日吉町森林組合の集約化施業を，森林組合経営のイノベー

ションと位置づけて整理している。林野庁も，この集約化施業を革新的なビジネスモデ

ルとして捉え，集約化施業の推進を行うことを，重点的な政策として位置づけるように

なった。そこで，集約化施業を推進する技術者として森林施業プランナー（以下，プラ

ンナー）を育成することが重要な政策手段として捉えられ，研修事業（以下，プランナー

研修）や資格制度の創設などが行われてきた(1)。 

プランナー研修は 2006 年度から始まり，現在も継続しているが，その間に研修に関わ

る政策の目的は変化している。また，2013 年に農林水産省の事業評価レビューでは，「プ

ランナーの人数が増えると集約化が進んでいるのかチェックが必要」などの指摘を受け，

説明責任を問われている。しかし，集約化施業の促進政策やプランナー育成研修は，そ

の後の森林・林業再生プランでの議論や森林総合監理士の育成などにも大きな影響を与

えたにも関わらず，学術的な検討はほとんど行われていない（Aikawa & Hayase, 2014）。

そこで本章では，集約化施業の担い手としてのプランナー育成の内，特に研修事業とそ

の内容が，実際の集約化施業の実施にどの程度，またどのようにして結びついたかとい

う過程に焦点を当て，人材育成政策の実態と課題を明らかにする(2)。 

 

１.２  人材育成の効果発現を分析する視点：研修の転移と組織のケイパビリティ 

（１）研修成果の組織への転移 
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前述のとおり，集約化施業の全国的な展開は，主にプランナー研修を通じて行われる

ことになった。政策実行という観点からは，人的資源や知識が制約条件の一つであるこ

とが知られており，Mendes（2006）は，ポルトガルの国家森林プログラムの実施におい

て，人的資源が制約条件の一つとして作用していたことを明らかにしている。その点で，

政策の実施の手段の一つとして人材育成に注目したことは意味があるが，組織の内外で

様々な形で行われる教育研修は，直接的に組織のパフォーマンス（企業ならば業績）を

押し上げるものではない点に留意が必要である。むしろ様々な実証研究から，研修の学

習効果は「中程度の効果量」しかないこともわかっている（中原，2014）。 

経営学習論と呼ばれる，企業を始めとした組織人材の育成に関する研究分野では，「研

修の中で学んだ知識やスキルを，仕事に役立てること，さらには，それらを持続するこ

と」を「転移（Transfer）」と呼んでいる（Baldwin and Ford，1988）。ところが，転移を実

現することは容易ではないことが知られおり，研修で学んだことが現場で実践されるか

どうかは，研修自体の企画内容だけではなく，職場の風土・マネジャー等，研修参加者

の組織内部の要因からの影響を大きく受けると言われている。研修の転移を促す要因の

うち，研修の企画に関わるものとしては，①研修内容をインタラクティブで学習者参加

型にすること，②学んだことを実践しているかについて追跡・評価すること，③学習内

容を仕事と近いものにすることの 3 点が挙げられている（中原，2014）。集約化施業の実

践を狙って行われたプランナー研修は，転移が進むように設計されていたのか，またど

のような点で課題があったのかを明らかにすることは，今後の研修事業の設計や改善の

上で有用である。 

（２）組織のケイパビリティへの着目 

 さらに，研修の転移のあり方を考察するには，組織が研修での学習成果を受け入れる

能力も考察の対象に含める必要がある。中原（2014）は，転移を促す組織的な要因とし

て，①研修内容を試行することに関して，上司からのサポートと支持があること，②研

修から帰ってきた直後に，ただちに学んだことを試行する機会が得られること，という

2 点を挙げている。このような要件を整えることができることを，組織の能力と捉える

ことができ，研修の学習結果など外部からの情報に基づき，内発的に行動を変化させる

ことができる組織の能力のことを，ケイパビリティ（Capability）と呼ぶ。ケイパビリティ
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はさらに，人的資源等の組織内部にあるものと，他組織とのネットワーク等の外部にあ

るものに整理できる（Wolf and Primmer，2006）。 

 欧米諸国においては，エコシステムマネジメントの導入，生物多様性に配慮した木材

生産の実施等の大きな政策転換があった際に，その政策の実施を担う様々な組織の行動

とその違いについての実証的な研究が行われてきた（Butler and Koontz, 2005; Koontz, 

2007; Koontz and Bodine, 2008; Primmer and Wolf, 2009; Wolf and Primmer, 2006）。その結果，

組織間のケイパビリティの違いから，政策的なインセンティブを設計しても，全ての組

織がそれに反応して行動を変化させることができるわけではない，ということが明らか

になっている（Wolf and Primmer，2006）。 

日本における集約化施業の推進政策は，プランナーに対する研修をもって推進されて

きたが，その実施過程においては，個々の森林組合や林業事業体のケイパビリティの違

いを無視することはできない。また，ケイパビリティ概念を考慮することは，政策への

対応だけではなく，市場環境の変化や新たな社会的な要請にも対応できる森林組合や林

業事業体のあり方を考える上でも重要である。 

 

１.３  本章の目的 

以上を踏まえて，集約化施業推進のためのプランナー研修を事例として，政策の実現

手段としての人材育成の有効性と限界を明らかにするために，本章では以下のように目

的を設定する。 

第 1 に，プランナー研修の内容を整理し，その特徴を明らかにすることである。その

ために，プランナー研修は，どのような政策目的を持って行われてきたのかを整理し，

政策目的との関係の変化を整理・分析しつつ，その内容が転移を可能とするように設計

されたかについて検討する。 

第 2 に，転移が行われたかという観点から研修プログラムの効果の分析を行うことで

ある。受講生の自己評価及び実際に達成された成果をもとにして，研修がどれだけ集約

化を進めるのに効果があったのかを分析する。 

第 3 に，研修の転移を阻害，もしくは促進する組織内外の要因を探索することである。
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これにより，政策もしくは外部環境の変化に対応できるような，森林組合や林業事業体

のケイパビリティについて考察したい。 

 

２．研究の方法 

２.１  プランナー研修の内容の整理と特徴の把握 

本研究では，まず初めに林野庁の政策目標とその実施手段（事業）としてのプランナー

研修の関係を明らかにする。そのために，公表資料を用いて，プランナー研修がどのよ

うな政策枠組みの中に位置づけられて実施されてきたのか，そして政策と研修の関係が

どのように変化してきたのかを整理する。 

次に，上記の政策枠組みの変化を意識しながら，プランナー研修のプログラムを期間

ごとに整理した。特に，研修での学習内容が転移し，実際の行動や成果へ反映されるよ

うに，企画・運営されていたかどうかについて検証を行なう。 

 

２.２  プランナー研修の効果分析 

プランナー研修の効果を分析するために，全国森林組合連合会（以下，全森連）が 2014

年 1~2 月に実施したアンケートの個票データを用いて分析を行なう（3）。このアンケート

調査は，2006 年度から 2011 年度までに，全森連が実施した基礎的な研修を受講したプ

ランナーを対象とした。したがって，研修受講後 3～7 年間が経過してから，受講生にア

ンケートに回答していることになる。 

アンケートにおいては研修の理解度は受講生の自己評価により把握したが，集約化施

業の進捗度合いについては自己評価とともに，定量的な実績値について回答者から報告

してもらい把握している。また，集約化施業が進んだ理由／進まなかった理由を把握す

るための問いも設けている。 

 

２.３  研修の転移過程の分析とケースの設定 

プランナー研修の受講者が，研修結果をどのように組織内で共有し，組織の中で咀嚼
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されたかを把握するために，事例調査を実施した。事例としては，集約化施業の展開に

成功している優良事例として，三次地方森林組合（広島県）と多野東部森林組合（群馬

県）の 2 つの森林組合を選んだ。両組合ともに， 2007 年度から始まったプランナー研

修で，モデル組合として講師を務めるなどし，比較的早くから集約化施業の取組が進ん

でいる。2006 年度の J-フォレスター研修に参加してから，2007 年度にモデル組合として

研修を受け入れるまでの取組の初期段階と，その後の集約化の取組の進展についてイン

タビューを実施した。両組合とも，2006 年度以前は利用間伐の実績はほとんどなく，先

行事例が日吉町森林組合しかない中での取組は難易度が高かったと思われ，研修の転移

過程の分析事例として適していると思われる。 

 

３．調査結果 

３.１  政策と研修プログラムの関係の変遷 

３.１.１  政策目的の変化 

（１）集約化推進のためのプランナー研修（第Ⅰ期：2006～09年度） 

林野庁の事業としてのプランナー研修は，研修以外の様々な事業を含むパッケージ的

な事業に内包されている。 

プランナー研修は，2006 年度から実施されていた「施業集約化・供給情報集積事業」

と呼ばれる枠組みの中で始まった。この事業は，全森連を実施主体とした林野庁の補助

事業であり，各地域に設置された協議会において，施業集約化の実績を積み上げること

により，川下への素材供給情報を蓄積することを目的としていた。政策目標は，「提案型

集約化施業に取り組む林業経営体・事業体が私有林の 8 割程度をカバーできる体制を構

築」とされた。 

2000 年代半ばのこの時期は，人工林資源の成熟を背景として切り捨て間伐から利用間

伐の転換や，森林組合のコンサルティング機能の強化などの主張が行われていたことが

背景としてあった。栗栖（2007）は，林野庁によるプランナー育成の政策を森林組合系

統の改革の動きとの間で考察し，国産材利用の拡大を狙った新流通システム（2004～06

年度），新生産システム（2006～10 年度）の影響を指摘している。このように，プラン
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ナー研修は，国産材の増産を利用間伐期に入った人工林資源を有効活用することで実現

することと，森林組合の自己改革の動きとを統合して解決する政策として開始されたの

であった。 

（２）人材育成のためのプランナー研修（第Ⅱ期：2010年度以降） 

2009 年夏に民主党への政権交代が起こり，同年末に農林水産省は森林・林業再生プラ

ン（以下，再生プラン）を発表した。再生プランでは，人材育成検討委員会及び森林組

合改革・林業事業体育成検討委員会において，プランナー育成の今後の方向性が議論さ

れた。また，森林施業計画を新たに森林経営計画に改正するとともに，森林経営計画策

定を補助金の交付要件とすることで，集約化施業を加速させることが企図された。 

再生プランにおいて人材育成が大きな焦点となったことから，これ以降プランナー研

修は人材育成事業として行われるようになった。まず，2010 年度については，林野庁事

業としては予算措置が間に合わず，組織単位での研修のみを行うこととなっていたため，

補完的に農林中央金庫の主催によりプランナー個人の育成研修が行われることになった。

2011 年度は，林野庁事業としても，プランナー個人の育成に焦点を当てた「森林施業プ

ランナー育成対策事業」を立ち上げ，この中で研修が実施されるようになった。さらに

2012 年度からは，再生プランのとりまとめを受け，人材育成対策の一貫として，「森林

施業プランナー実践力向上対策事業」が開始され，プランナーの育成については実践力

の向上のための研修が行われるようになった。 

また，2012 年度には民間資格制度として，プランナーの認定制度が開始され，この制

度の運営主体として森林施業プランナー協会が設立された。2015 年度までに 2,100 人の

認定プランナーを育成することが目標とされた。また，これに関わって認定試験対策と

もいうべき研修も行われるようになり，資格取得を促進させようとした。ただし，プラ

ンナーが森林経営計画作成の中核を担う技術者として位置付けられたにも関わらず，森

林経営計画作成にあたって認定プランナーの関与が義務付けられたり，関与によって森

林経営計画の市町村による認定審査が簡素化されるなどの仕組みは設けられず，資格取

得のインセンティブは付与されなかった。そのため，認定プランナーの数は政策目標で

掲げた数字（2015 年度末までに 2,100 人）ほど延びておらず， 2014 年度末の時点で認

定プランナーは 1,025 名に留まっている。 
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３.１.２  森林施業プランナー研修の内容とその変遷 

このように政策目的の変化に対応して見た場合，プランナー研修は，集約化施業の推

進そのものを政策目的としていた 2006～09 年度の第Ⅰ期と，政策目的が人材育成へと変

化した 2010～14 年度の第Ⅱ期の 2 つに大別できる。そこで，以降，この区分に従い，そ

れぞれの時期の研修内容を見ていきたい。 

（１）第Ⅰ期（2006～09年度）の概要と特徴：実践の重視 

プランナー研修が林野庁の政策として全国的に展開されるのは 2007 年度であるが，

2006 年度からその準備のための取組が行われた。2006 年度には，関係者への説明会が全

国 9 ヶ所で開催された他，2007 度からの森林施業プランナー研修の実施を前提に，講師

役となる全国 12のモデル組合(4)の実質的な経営層である参事クラス及びプランナー業務

の担当候補者，モデル組合のサポート役となる森林組合連合会の担当者を日吉町森林組

合に集めて，J-フォレスター研修が実施された(5)。モデル組合は，研修終了後，提案型施

業を試行し，2007 年度からの研修の受け入れ準備を行うことを求められた。 

2007 年度から林野庁の補助事業として，全森連が事務局を務め，12 のモデル組合を研

修の受け入れ先として，全国的に研修が展開された。研修の参加者はプランナーの候補

者で，森林組合を中心に民間の林業事業体からも参加があった。 森林組合からの参加者

は，業務課等の課長クラスも含む中堅～若手の職員が多く，小規模な組合の場合は参事

や専務などが参加する場合もあった。民間の事業体の場合は，経営者自らが参加する場

合もあり，その属性は多様だった。 

2007 年度から 2009 年度までの第Ⅰ期の研修プログラムの基本的な流れを表３-１に示

す。第Ⅰ期では，日吉町森林組合での 3 日間の基礎研修を経て，各地域でのモデル組合

において 2回の地域実践研修をセットで受講するのが基本となっていた(6)。基礎研修は，

日吉町森林組合の提案型集約化施業の進め方の実際を視察・体験することを目的とした

研修であり，年度当初の 5~6 月に行われた。日吉町森林組合を会場とし，全森連を事務

局として開催された。 

地域実践研修はモデル組合の事務所等を会場として，周辺の複数の都府県から受講生
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が集まり，7~8 月に地域実践研修Ⅰ（2 泊 3 日）が，11~12 月に地域実践研修Ⅱ（1 泊 2

日）が開催された(7)。事務局はモデル組合が所在する都道府県の森林組合連合会が務め，

林業指導普及員を中心に都道府県の林務系職員も運営をサポートしていた。 

地域実践研修Ⅰでは，当該地域や組合の実情にアレンジした提案型集約化施業の実施

方法についての解説を受けた後，実際に林分調査を行い，モデル組合の作った提案書の

フォーマットを活用して提案書の作成を体験した。作成した提案書を用いて，模擬的な

提案を行なうロールプレイングなども行われた。さらに地域実践研修Ⅰの終了後，地域

実践研修Ⅱまでに，受講生が実際に施業提案書を作成し，団地化の提案までを試行する

ことを課題として課すことで，転移を促すような工夫が行われていた。課題では集約化

の実践が重視され，課題の実践のために，研修終了時に各受講生が，組織に戻ってから

のアクションプランを作成した。アクションプランは，あらかじめ用意されたフォーマッ

トに，実施時期や実施主体・協力主体などとともに，必要な行動を記入するものだった。

具体的には，同意を得やすいと想定される森林所有者の所有林分を中心に，数 ha でもよ

いので団地化を行い，既設の路網沿いなどを中心に可能であれば利用間伐を行うことが

求められた。アクションプランの実行のためのフォローは，主に県森連や都道府県職員

によって行われ，受講生及び所属組織とのネットワーク構築に寄与していた。また，実

行した課題について基礎実践研修Ⅱで報告を行い，グループワークにより課題解決の方

法を整理した後，研修終了後の今後の取組発表を通じて，学んだことを追跡・評価する

仕組みになっていた。 

2008 年度からは，基礎・地域実践研修の受講生を対象に，2 年目以降のフォローアッ

プとして，受講したプランナー候補者だけではなく，プランナー候補者が所属する組織

の経営者や会計担当者，現場作業員などのチームで参加することを基本とした 2 泊 3 日

のステップアップ研修が，日吉町森林組合を会場として始まった。この背景には，2007

年度の受講生が組織に戻って集約化を実施しようとしたところ，組織内での合意形成が

進まず，提案型施業が定着しないといったケースが多く生じたことがあった。そこで，

プランナー候補者以外にも，経営者や現場作業班のリーダー，経理担当者など組織内で

協力者となるべき役職員に，チームとして参加してもらい，共通の理解を深めることで，

組織的な取組が行われることを狙ったものであった。また，地域実践研修では，集約化
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の実践に重きが置かれ，間伐や道づくりについて，理論を踏まえた講義が行われていな

かったので，ステップアップ研修では，こうした森林・林業についての基礎的な知識を

提供する講義も行われるようになった。 

以上のように，第Ⅰ期の研修では，提案書の作成実習やロールプレイなどの要素を取

り入れることでインタラクティブなものになっていた。また，地域実践研修の間に提案

の試行を課すなどして，実際の仕事と近い内容の研修をしたり，学んだことの実践を追

跡する仕組みを取り入れる工夫がなされており，転移を促す内容が組み込まれていたと

いえる。また，一連の研修の中では，他組織の技術者とネットワークを構築する機会が

提供されており，職場に戻ってからも，連絡を取り合って，情報交換を行うなどの副次

的効果が生まれている。 
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表 ３-１ 第Ⅰ期の研修プログラムの基本的な流れ 

 

（出所）全森連資料より作成 

 

（２）第Ⅱ期（2010年度～）の概要と特徴：個人の育成と試験対策へ 

2010 年度からは，人材育成自体を主目的として，集約化を担うプランナー個人の育成

研修が進められた。この研修では，再生プランで設定されたプランナー育成者目標を達

＜基礎研修＞
概要
・オリエンテーション
・日吉町森林組合の取組紹介
・提案型集約化施業の意義

AM ・施業団地の視察
PM ・調査実習
AM ・提案書作成実習
PM ・コスト分析手法の講義・実習

・森づくりのビジョンと間伐
・振り返り

＜地域実践研修Ⅰ＞
概要
・集約化の進め方
・モデル組合の取組紹介
・基礎コース後の受講生の取組紹介
・現場視察
・調査実習
・モデル組合におけるコスト分析事例の紹介
・提案書作成実習
・コスト分析実習
・課題の洗い出しと解決策（グループワーク）
・アクションプランの作成と発表

＜地域実践研修Ⅱ＞
概要
・モデル組合の取組報告
・受講生の取組紹介
・課題の共有（グループワーク）
・集約化実施のポイントの整理
・受講生の今度の取組発表
・修了書授与
・全国事例発表者決定

１日目 PM

AM2日目

時間

時間

時間

1日目 PM

１日目 PM

2日目

AM

PM

2日目

3日目

4日目 AM

AM3日目
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成しようとし，また路網開設や木材販売などに特化した専門的技能・能力研修なども行

われるようになった。全森連の担当者へのヒアリングによれば，受講生にも変遷が見ら

れ，再生プランにより集約化の促進が重点化されたことにより，第Ⅰ期と比較して事業

規模や内容の面で集約化事業を展開することが容易ではない森林組合等林業事業体が参

加するようになったのも，第Ⅱ期の特徴であるという。 

2010年度は予算措置が間に合わず林野庁事業としてはプランナー個人の育成を目的と

した研修は行えなかったため，農林中央金庫の主催による J-プランナー研修が行われた。

全国 4 ヶ所の森林組合で 2 泊 3 日の研修により，集約化施業の基本的な解説と開催地の

森林組合の取組紹介などが行われた。 

2011 年度の「森林施業プランナー育成対策事業」では，それぞれ 3 日間の基礎研修と

現地研修からなる「基礎的研修」が行われた。この研修は，全国 6 ヶ所の集約化の実績

が上がっている森林組合で，2 回に渡って開催されたという点で，第Ⅰ期で行われた地

域実践研修の構成に近いものであった。しかし，全森連の担当者へのヒアリングによれ

ば，第Ⅰ期の研修では集約化の実践が強く意識され，実際の提案などの課題を課してい

たのに対して，第Ⅱ期の基礎的研修では，森林経営計画制度の開始前であったことから，

具体的にどのような形態・規模で集約化を進めるのかが設定できず，研修中に実践課題

を課すことなはなかったという。 

2012 年度には，「森林施業プランナー実践力向上対策事業」に事業が変わり，林野庁

事業としては，間伐や路網開設等の施業技術や木材販売戦略といった内容を持たせ，実

戦力を向上させるための研修に焦点を当てることとなった。一方，基礎的研修について

は，森林整備・林業再生加速化基金の予算を使って都道府県単位で研修を行うこととな

り，この仕組みは 2014 年度まで続いた (8)。 

森林施業プランナーの認定制度が開始され，資格試験が行われるようになると，試験

対策の意味合いの強い個人向けの研修が，林野庁事業として行われるようになった。具

体的には， 2013 年度からプランナー養成研修が始まり，一次の筆記試験合格者を対象

として，試験問題が出題されるテキスト（森林施業プランナーテキスト基礎編）を用い

て研修を行い，研修終了後，二次の面接試験を受講できるようになっている（表 ３-２）。

さらに，2014 年度からは集約化実践研修という名称で，プランナー認定試験の受験資格
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である集約化の実績を持たない者向けに，研修の受講を通じて集約化の実績とみなすこ

とができる研修が行われるようになっている。 

他方，これら事業を受託して研修を行っている全森連の研修担当者は，「試験対策だけ

の研修にはしたくない」と述べており，研修の中では，ロールプレイによる森林所有者

への提案実習を行うなどして，学習内容の転移が進むように工夫していたが，第Ⅰ期の

地域実践研修で行われたような，実際の提案の試行を課すようなプログラムは組み込ま

れていない。他方，テキストを用いて研修が行われるようになったため，受講生にとっ

ては，間伐の理論や道づくり，作業システムなどについて理論的な知識を体系的に習得

する仕組みが整えられた。ただし，想定されている業務は，施業の提案であり，搬出間

伐を中心とした一度切りの「施業」の提案であり，継続的な「経営」の観点は希薄であ

る。また，環境保全との両立についても記述が少ない。 

表 ３-２ 森林プランナー養成研修の基本的なカリキュラム 

 

（出所）全森連資料より作成 

 

概要
・オリエンテーション
・コミュニケーションとプレゼンテーション（実習あり）
・プランナーの定義と役割
・林業労働安全におけるプランナーの役割
・目標林型と育林技術
・作業システムと林業機械
・路網開設
・集約化作業現場の視察、選木実習（現地）
・全体討議
・中期事業計画と森林経営計画および
提案型集約化施業の進め方
・施業団地の設計と施業プランの作成
・コスト分析手法の講義・実習
・木材流通販売の動向と今後の方向性
・最終日の実習準備

AM ・森林所有者への提案（ロールプレイング実習）
PM ・森林施業プランナー認定特別二次試験（面接）

時間

1日目 PM

2日目

3日目

4日目

AM

PM

AM

PM
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2012 年度から開始された森林経営計画制度への対応については，プランナー研修の一

貫として，意見交換会が開催されるなどしている。また，表３-２に見るように，研修の

中でも一部講義が行われるなどしている。ただし，前述したとおり，第Ⅰ期の研修にお

いては，既存の路網近傍の可能な範囲での搬出間間伐を進め，団地の規模も数 ha 程度で

十分としており，森林経営計画制度の開始当初に求められていた集約化の 低規模（林

班の 1/2 であればおよそ 50ha）を満たすような形で，集約化を進めるための研修プログ

ラムの改善は行われてこなかった。また，森林経営計画の制度が複雑で解釈が難しかっ

たことに加え，制度変更が頻繁にあったことから，研修でも制度の解説と解釈に時間を

割かざるを得なかった。 

以上のように，第Ⅱ期の研修では主にプランナー個人の育成，特に 2013 年度以降はプ

ランナーの認定資格を取得することが主目的となっていた。プランナー認定試験の受験

には集約化の実践が求められることから，研修でも実践が軽視されているわけではな

かったが，森林経営計画制度への移行期にも当っており，森林経営計画の制度上求めら

れている規模での集約化に，研修内容が対応できなかった。研修内容としては，実習や

ロールプレイング等が定着し，インタラクティブなものにする工夫が行われていたが，

実際の仕事と森林経営計画の間のずれを解消できず，森林経営計画の策定について，自

らの組織に戻っての実践を組み込んだ研修も行われなかった。このようなことから，第

Ⅱ期の研修の内容は，転移を促すという点では第Ⅰ期に比べて弱体化したといえる。 

 

３.２  基礎的研修受講者へのアンケートによる研修の効果の分析 

（１）回答者の属性 

次に，基礎的研修受講生を対象としたアンケート結果を示す。アンケートの配布数は

652 で，回答数は 281（回収率 43.1％）であった。回答者の属性は，森林組合が 73％を

占め，民間事業体は 16.4％，その他・無回答が 10.6％となっていた。 

研修の受講時期は，第Ⅰ期（2006~9 年度）が 67.3%，第Ⅱ期（2010～12 年度）が 32.0%

だった（表３－３）。2010 年度の受講者は，農林中央金庫主催の J プランナー研修を受

講した者である。 
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28%

22%

22%

23%

22%

17%

11%

56%

56%

56%

62%

59%

61%

58%

7%

13%

12%

5%

11%

14%

22%

0%

1%

0%

0%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

森づくり、目標林型

コスト分析

道づくり

作業システム

提案書の作成方法

所有者への提案方法、地域とりまとめ方法

組織内部の体制づくり

よく理解できた ある程度理解できた あまり理解できなかった 全く理解できなかった 無回答・無効回答

表 ３-３ アンケート回答者の受講時期 

 

 

（２）研修の理解度 

基礎的研修受講者へのアンケート調査の結果，研修での学習するテーマの理解度は総

じて高く，ほとんどの科目において「よく理解できた」「ある程度理解できた」を合わせ

ると 70％を超えている（図３－１）。研修プログラムを理解度という点で評価すれば，

良好な結果だった言えるだろう。 

も理解度が低かったのは，「組織内部の体制づくり」であったが，「よく理解できた」

「ある程度理解できた」を合わせると，68.7％と決して低い数字ではなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-１ 研修の理解度（テーマ別） 

  

受講年度 受講した研修名 回答者数 割合（％）
2006年度 Jフォレスター研修 6 2.1%
2007年度 55 19.6%
2008年度 68 24.2%
2009年度 60 21.4%
小計 189 67.3%
2010年度 Jプランナー研修 22 7.8%
2011年度 基礎的研修（基礎研修、現地研修】 68 24.2%
小計 90 32.0%

2 0.7%
総計 281 100.0%

第Ⅰ期

第Ⅱ期

基礎研修、地域実践研修（Ⅰ、Ⅱ）

不明
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（３）集約化の進捗度合い 

集約化の進捗状況について，2012 年度の事業実績を質問したところ，集約化箇所数の

平均値は 5.56 箇所（中央値 3 箇所），集約化面積の平均値は 518.9ha（中央値 64.5ha），利

用間伐面積の平均値は 60.1ha（中央値 25.1ha），搬出材積の平均値は 3,855m3（中央値

1,658m3）だった。 

集約化の進捗について，定性的な自己評価（2007 年度と比較した 2012 年度の状況）

を質問したところ，「よく進んでいる」と「多少進んでいる」を合わせて 77.1％となり，

受講生自身は，集約化施業が一定程度進んでいると評価している（図 ３-２）。 

 

図 ３-２ 集約化の進捗に対する自己評価 

 

次に，上記の進捗状況の自己評価の客観性を確認するために，2012 年度の集約化の実

績と自己評価との関係を見た。その結果，定性的な自己評価と，定量的な集約化の実績

の指標には，対応関係があることが確認された（表３-４）。 

また，「よく進んでいる」グループでは，平均 8.92 箇所の集約化を行い，その合計面

積は 964ha，一箇所あたりの平均面積は 108ha となっている(9)。この集約化団地の中で実

施した利用間伐の合計面積は 111.7ha，一箇所あたりの平均面積は 12.5ha となっている。

搬出材積は合計で 6,865m3，集約化団地一箇所あたり 762m3となっている。 

このように，研修受講者へのアンケートを通じて，集約化がある程度進展しているこ
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とが確認されたが，そもそも，それぞれの組織の集約化の目標値が明らかになっておら

ず，目標値に対する相対的な評価ができないという点が課題として残った。 

表 ３-４ 集約化の進捗についての自己評価と集約化実績の関係 

 

注）カッコ内は標準誤差。 

 

（４）集約化の進捗と研修の理解度の関係 

次に，研修の理解度と，集約化の進み具合との関係を整理した。その結果，全ての研

修科目について「よく進んでいる」グループが，「よく理解できた」という回答が多かっ

た。しかし，「多少進んでいる」と「あまり進んでいない」グループでは，明瞭な差はな

く，かつ，「全く進んでいない」グループも，テーマによってはかなり理解度が高い場合

があった。（図 ３-３，図 ３-４）。 

これらの結果から，少なくとも「全く進んでいない」グループは，研修内容を理解し

ていても，何らかの理由で組織内において，集約化施業を進めることができていない可

能性があることが示された。 

集約化箇所数 集約化面積 利用間伐面積 搬出材積

よく進んでいる 8.92 964.2 111.7 6,865.4

(1.37) (324.7) (21.9) (1,196.5)
多少進んでいる 5.13 480.1 46.6 3,902.3

(0.68) (126.2) (4.4) (840.6)
あまり進んでいない 2.54 151.4 46.3 3,308.2

(0.81) (68.9) (13.3) (1,025.7)
全く進んでいない 0.73 48.0 12.4 718.0

(0.52) (26.9) (6.4) (383.7)
その他 5.00 451.5 83.0 4,348.7

(0.71) (271.9) (27.5) (1,255.7)
無回答・無効回答 0.67 3.0 153.2 4,050.0

(5.00) (451.5) (83.0) (4,348.7)
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図 ３-３ 研修の理解度と集約化の進捗度合い 
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図 ３-４ 研修の理解度と集約化の進捗度合い（続き） 
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53.3%

28.3%

5.4%

9.8%

1.1%

10.9%

31.5%

38.6%

12.0%

31.5%

19.0%

0% 20% 40% 60%

基礎的研修に参加したこと

ステップアップ研修に参加したこと

専門家派遣による指導を受けたこと

その他全森連主催の研修等に参加したこと

その他全森連主催以外の研修等に参加したこと

県森連（職員）のサポートがあったこと

県行政（普及指導員、准フォレスター）のサポートがあったこと

経営管理者の決断

公社公団造林含めた公共事業減による収益の悪化

県や市町村による補助金の上乗せ

その他

（５）集約化が進んだ理由と進まない理由 

集約化が進んだ理由と進まない理由を推測するために，集約化が進んだ理由を，受講

生の立場で選択したもらったところ，多いものから，「基礎的研修に参加したこと」，「経

営管理者の決断」，「県行政（普及指導員，准フォレスター）のサポートがあったこと」，

「県や市町村による補助金の上乗せ」などが上がった（図 ３-５）。 

このことから，プランナー研修の受講が集約化施業の推進に役だったと，受講生に評

価されていることが確認された。また，あわせて「経営管理者の決断」という，組織的

な要因も大きく関係していることも確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）パーセンテージは，全回答者数 281 の内，ステップアップ研修に参加した 101 名に対する割合。複数
回答のため，総回答数は 221。 

図 ３-５ 集約化が進んだ理由 

 

反対に，集約化施業が進んでいない理由としては， も多かったのは「集約化以外の

業務が多忙（利益率の高い公共事業等の仕事がある）」（60.7％）であった（図 ３-６）。

他方，「集約化が経営方針に捉えられていない，経営管理者が集約化に消極的である」

（13.1％）との，組織内部の課題についての回答割合は高くなかった。 
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34.4%

27.9%

13.1%

21.3%

18.0%

27.9%

4.9%

29.5%

60.7%

37.7%

21.3%

24.6%

6.6%

11.5%

24.6%

0% 50% 100%

集約化業務担当者（プランナー）の理解・能力不足

集約化業務担当者（プランナー）の人数不足

集約化が経営方針に据えられていない、経営管理者が集約化に消極的

組織内に集約化業務を統括するリーダー（キーマン）がいない

組織の経営（財政）基盤が貧弱

林産班または外注先が少ない（もしくは無い）

現場技術者の意識・能力が乏しい

森林資源が少ない（人工林が少ない、適齢林が少ない）

集約化業務以外が多忙（利益率の高い公共事業等の仕事がある）

森林所有者や森林境界が分からない林分が多い

木材の販売先が少ない（限られている）または木材の取引価格が低い

組織としての営業力が乏しい

県森連（職員）のサポートが不十分

県行政（普及指導員、准フォレスター）のサポートが不十分

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）パーセンテージは，全回答者数 281 の内，「あまり進んでいない」及び「全く進んでいない」の回答
者数の合計 61 に対する割合に対する割合。複数回答のため，総回答数は 222。 

図 ３-６ 集約化が進まない理由 

 

（６）受講時期による違いの分析 

後に，前節の区分に従い，研修の受講時期が第Ⅰ期（2006~09 年度），第Ⅱ期（2010

～11 年度）のグループ間の違いを分析した。 

研修の科目別の理解度については，第Ⅰ期と第Ⅱ期でほぼ同様の傾向であり，第Ⅱ期

の方が理解度が低いというわけではなかった（図 ３-７）。研修科目別に見ると，第Ⅰ期

の方が「提案書の作成方法」を「よく理解できた」と回答した割合が比較的高かったが，

これは 第Ⅰ期においては，地域実践研修を通じて，提案書の作成と提案の試行を課して

いたことと関係していると解釈できる。また，反対に「作業システム」については，第

Ⅱ期の方が「よく理解できた」との回答が多かった。このことは第Ⅱ期では，テキスト

を用いて作業システムについての体系だった講義が行われるようになったことの成果の

一つと考えられる。 
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図 ３-７ 受講時期による理解度の違い 
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集約化の進捗度合いを受講時期別に見ると，「よく進んでいる」グループでは，第Ⅰ期

の方が回答者割合が高く，「まったく進んでいない」グループでは第Ⅱ期の回答者割合が

多かった（図 ３-８）。 

 

図 ３-８ 受講時期別に見た集約化の進捗 

 

集約化が進んだ理由について，基礎的研修の受講時期の違いを見ると，第Ⅰ期の受

講生は「基礎的研修の受講」が も高い（図 ３-９）。それに対して，第Ⅱ期の受講生は

「基礎的研修の受講」と並んで「県や市町村による補助金の上乗せ」が高かった。 
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図 ３-９ 集約化が進んだ理由（受講時期別） 
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第Ⅰ期と第Ⅱ期ともに，「集約化業務以外が多忙」との回答が も多かった（図３-10）。

また，第Ⅱ期では，「森林資源が少ない」との回答が多く，実態は不明であるにせよ，人
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識されていた可能性がある。 
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図３-10 集約化が進まない理由（受講時期別） 
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３.３  研修の転移過程の事例 

（１）三次地方森林組合の場合 

研修内容の転移が進み，提案型集約化施業が進展している事例として，まず三次地方

森林組合を取り上げる(10)。 

三次地方森林組合は，広島県三次市を管轄し，区域の森林面積は約 5.3 万 ha，約 9 割

が民有林となっている。人工林率は 3 割程度であり，ヒノキの割合が 73%を占めている

が，比較的若い 6~10 齢級の林分が多い。2014 年度初頭の職員数は 14 名，現場技術員は

31 名となっている。 

三次地方森林組合では，2006 年度の J-フォレスター研修に，当時の参事，プランナー

候補者，現場の機械オペレーターの 3 人で参加した。プランナー候補者は治山事業の担

当だった。研修が終わり組合へ帰る間オペレーターとずっと議論をして，研修で学んだ

集約化を自分たちの組合でも「できそうだ」という共通の感覚を持つことができた。異

なる専門性を持つ職員と対話を行い，研修で学習したことをすりあわせて共有し，集約

化施業による搬出間伐の具体的なイメージを掴み，「間伐による素材生産」が可能である

と理解するに至ったのである。組合に戻ってから，研修をもとに考えた三好森林組合と

しての集約化による搬出間伐の方針を作成した上で報告会を開催し，この方針について

組合職員と情報と意識の共有に務めた。このようにして，学習したことを自組織の文脈

に添って咀嚼し，集約化し間伐による素材生産をおこなうという方針を取りまとめて組

織的に共有したことで組合が組織的に集約化に取り組めたのである。 

次いで，実際にモデル的に集約化に取り組むことになり，三次市の分収林でモデル的

集約化施業を行わせてもらうために，市役所に提案を行った。その際の市役所の担当者

を説得する 大のポイントは，必ず収益を還元できると考え，研修で学習した工程別標

準単価方式による精算方法を用いた提案書を提示し，必ず黒字を確保できることを説明

した。また，当時の組合長も個別事業に対して収益確保を求めていたが，提案書を提示

して納得してもらうことができた。また，提案書については，日吉町森林組合のものを

参考にしながらも，森林所有者が理解しやすいように工夫して提示した。 

このようにして，三次町森林組合では J-フォレスター研修終了後 1 年以内に，提案型

集約化施業の取組を開始させることに成功した。なお当時は，同組合はハーベスター等
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の大型林業機械は保有しておらず，リースやレンタルで対応した。 

その後，三次地方森林組合では，人工林率が高いエリアに絞って団地化を進め，2014

年度末時点で団地数は 29，人工林面積は 8,210ha をとりまとめるに至っている。29 の団

地は低コスト林業団地と呼ばれ，林道等の幹線を中心に平均して 300ha 弱の面積を持っ

ている。この低コスト林業団地は，実際の施業単位となる 5ha から 30ha，平均面積で 10ha

程度のより小規模な複数の団地から構成されている。2009 年度にはステップアップ研修

に参加し，森林組合が地域森林の持続的な経営の中心的な役割を果たすというビジョン

を掲げ，地域の森林資源の把握した上で，組合中長期計画及びや年間事業計画（団地の

施業実施スケジュール）の策定，生産性向上のための組織的な取組を実施している。ま

た，森林経営計画に対しては，これらの複数の低コスト林業団地を 5 年以内に施業可能

な規模に組み合わせて，森林経営計画としている。これらの成果として，研修受講前は

ほぼゼロだった素材生産量も，2012・13 年度は 10,000m3/年を上回るまでに急増している。 

以上より，三次地方森林組合の場合は，研修の受講者が自組織に適合した形で方針化

し，これを組織内で適切に共有するとともに，実行過程において顧客の立場に立ったコ

ミュニケーションを行うことで集約化の実績を上げ，研修の転移に成功したことなどが

ポイントであったと言える。 

（２）多野東部森林組合の場合 

同じく研修内容の転移が進んでいる事例として，多野東部森林組合を取り上げる(11)。 

多野東部森林組合は，群馬県藤岡市と高崎市吉井町を管轄し，区域の森林面積は約 1.2

万 ha，そのうち 97％が民有林となっている。2014 年度末の職員数は 8 名，現場技術員

数は 19 名の群馬県では平均的な規模の森林組合である。 

多野東部森林組合では，2006 年度の J-フォレスター研修に，プランナー候補者の会計

主任と現場の機械オペレーターとが参加した。多野東部森林組合は，研修受講前の 2004

年度から 3 期連続で赤字を計上しており，集約化施業に取り組むことで事業構造の転換

を図ることを強く意識して，研修に参加したことが特徴的であった。また，J-フォレス

ター研修が開催される 4 ヶ月前に，群馬県の単独事業により，日吉町森林組合に当時の

参事と会計主任が視察を行っていたが，この事業では視察後に集約化の実施を義務付け

られていた。 
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以上のように研修の成果をすぐに事業に適用する必要があったため，研修期間中に集

約化を進めるために分からないことはない，という状態にしておくという態度で研修に

臨んだ。研修後に，組合で研修報告会を行ったが，その場で組合長が全職員に対して集

約化施業の実施を宣言し，組織として取り組むことを決定し，すぐに集約化事業に取り

掛かった。提案書の作成は，主に会計主任がデータを検証しながら行ったが，実際の施

業については，同じ研修に参加した現場担当者（機械オペレーター）と密に相談しなが

ら進め，会計主任は，現場担当者と同じ視線で取り組むことを心がけた。また，J-フォ

レスター研修にも同行した群馬県森連の指導課長が，集約化の試行段階において，密接

なサポートを行ったことが集約化を円滑に進めるために役立った。多野東部森林組合は，

組合員所有森林の齢級構成から今後の組合の主要事業が造林から林産に移行させていく

必要があると認識しており，集約化開始以前からフォワーダーやバックホウなどの 低

限の機械は保有しており，これらの機械を活用して集約化を進めていった。 

その後， 2008 年には会計主任らがステップアップ研修に参加し，この成果をもとに

して会計主任を中心に作業システムの改善や地域の森林づくりの長期的なビジョンを検

討しつつ，順調に集約化の実績を重ねており，2012 年度までに 9 ヶ所，400ha 弱の団地

を設定している(12)。団地の規模については，当初は 70ha とかなり大規模なものであった

が，経験を重ねる内に 40ha 程度が も効率的だという結論に至っている(13)。なお，森林

経営計画は，これらの団地を複数組み合わせることで，より広域な地域森林の全体計画

として策定されていた。集約化施業の取組前の素材生産量は 3,000m3/年程度であり，そ

の 7 割を下請けで生産していたが，現在では直営だけで 5,000m3/年を上回るほどに増加

している。集約化施業への取り組みも，森林組合の使命が組合員への利益還元と，適正

な地域森林管理であるという原則の達成手段として位置づけられており，組織の自立的

な発展に繋がっていると言える。会計主任は，2014 年度より参事に昇格し，森林所有者

に替わり森林の経営を行うことと，健全な組合組織の経営を行うことの統合が目指され

ている。このような考え方の下，例えば，施業の低コスト化も，組織体制の改善を通じ

て行っているが，その根底には地域森林の現状把握に基づく，森林づくりのビジョンが

根底にあるとしている。 

以上より，多野東部森林組合では，集約化を実施するという強い動機があったことや
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経営者の明確な意思決定，現場との丁寧なコミュニケーション，県森連等の外部からの

サポートなどが，転移を実現するポイントであったと言える。 

   

４．まとめと考察 

４.１  政策の変化がプランナー研修に及ぼした影響 

林野庁によるプランナー研修は 2007 年度から開始され，2015 年度までで 9 年間継続

する長期の研修事業となっている。しかし，この間に研修実施の政策的目的が，国産材

安定供給のための供給情報の集積から，人材育成そのものへと変化している。実態とし

ても，当初のプランナー研修は集約化施業の実践に焦点を当てていたが，第Ⅱ期では人

材育成とは言え，認定プランナー者数増加を目的に試験対策的な側面が強まっていると

整理できる。この変化は，再生プラン以降，人材育成自体が政策目標となり，その成果

指標として認定プランナーの人数が設定されたことが大きく影響している。また，林野

庁の多くの事業予算が，財務省との折衝・予算獲得の観点から，目的や枠組みを 5 年程

度で大きく変化させなければならないということも関係していると考えられる。 

第Ⅰ期の研修では集約化施業の実践が重視されていたが，その背景には，資源の成熟

とともに利用間伐が可能になってきた人工林資源の有効活用という政策的意図があった。

研修も，この政策的意図を受けて，これまで素材生産の経験のない森林組合や，立木買

いによる素材生産に特化していた民間林業事業体に，団地を組織させ利用間伐に誘導し

ていくものであった。 

他方，第Ⅱ期の研修では人材育成そのものが政策目標になり，成果指標として認定プ

ランナーの人数が設定されたことから，プランナー研修においても，施業プランナーの

認定試験対策的な要素が強くなった。ただし，このように人材育成が政策目標とされて

も，プランナーが集約化を担うものという位置づけには変化がなく，集約化施業と森林

経営計画との関係は整理されておらず，森林経営計画についての踏み込んだ研修は行わ

れていない。森林経営計画で求められる面積と実際の集約化の面積の違いや，その面積

要件の変更が混乱を招いたことから，研修の中心テーマにならないまま現在に至ってお

り，政策目標と実際の研修事業の内容との間にねじれが生じていることが明らかになっ
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た。 

このように，比較的短期間で変わる政策目的や外部環境に対して，知識や技術を取り

扱う研修事業を適合させていくことには，困難を伴うことが明らかとなった。 

 

４.２  研修プログラムとしての評価 

プランナー研修は，研修内容が講義や実習，ワークショップを有効に組み合わせるな

ど実践を意識した内容になっていた。またアンケート調査の結果，研修の受講生による

集約化もある程度進んでいる事がわかった。 

このような成果が得られたのは，中原（2014）が挙げた転移を促進する要因のうち，

「学習内容を仕事と近いものにすること」や，「研修内容をインタラクティブで学習者参

加型にすること」を満たしていたからであると解釈できる。特に，第Ⅰ期の地域実践研

修では，モデル組合が講師を務めることで，地域条件に適合した集約化のあり方を示す

ことに貢献していたと思われる。 

また，研修の転移を促進するためには，「学んだことを実践しているかについて追跡・

評価すること」が必要であり，その後のフォローが重要であると言われている（中原，

2014）。こうした点で，第Ⅰ期に実施された地域実践研修において，1 回目の研修後に実

践を伴う課題が課され， 2 回目の研修で集約化の実施のフォローアップを通じて，追跡

や評価を行っていたことが，研修内容の転移に貢献していたと評価できる。 

研修での学習内容を組織に転移させていくために，研修終了後の報告会までを研修の

一部として位置づけることが企業研修でも推奨されている（中原，2014）。プランナー研

修では，ステップアップ研修において経営陣を参加させることで転移を促す工夫をして

いたこともあったが，研修終了後の報告会の設定などについても考慮する必要があった

かもしれない(14)。 

後に，プランナー研修は 2013 年度に農林水産省の行政事業レビューの対象となり，

研修の成果を定量的に説明することが求められた。企業研修においては，研修の実施と

成果についての費用対効果を求められるようになってきている（堤，2000）。プランナー

研修は，実践を意識した応用的な内容になっていたと評価でき，全森連のアンケートに
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より，一定程度の実績に結びついていることが定量的に示された。したがって，本研究

のように，その後の追跡調査で成果を適切に把握し，政策実施面での説明責任に耐えう

るものにしておく必要があったと言える。 

 

４.３  プランナー研修の転移を促進する組織のケイパビリティ 

今回の研修の転移に関する事例調査で取り上げた三次地方森林組合では，プランナー

候補者が研修終了後，報告会などを開催しながら，組織内部の合意を適切に取り付けて，

集約化の試行に至っていたことが明らかになった。同じく多野東部森林組合では，報告

会は組合長主導で開催されたものの，プランナー候補者が現場作業員と密に相談しなが

ら試行に向けた準備を行ったことが，その後の集約化の進展に貢献していたと言える。 

以上のように，転移を促す組織のケイパビリティとして，第一にプランナーの組織内

の調整能力やコミュニケーション能力が重要であることが示された。そのため，プラン

ナー研修でも，ワークショップ形式での対話の機会を積極的に導入し，コミュニケーショ

ン能力や問題解決能力の向上などに務めてきた。 

加えて第 2 に，多野東部森林組合の事例からは，経営者の明確な意思決定も重要な役

割を果たしていた。したがって，環境変化へ対応するための組織のケイパビリティを高

めるためには，森林組合等林業事業体の場合も，経営者とプランナー双方の人的資本を

充実させることが必要であると言える。ただし，アンケート調査では集約化が進まない

理由として，「集約化が経営方針に捉えられていない，経営管理者が集約化に消極的であ

る」との回答割合が少なかったことから，経営者の理解がないわけではなく，単にプラ

ンナーに対して集約化施業の推進に必要な経営資源を適切に分配できていない可能性が

ある。都築（2012）は，森林組合の意思決定を行なう階層に地域差があることを明らか

にしているが，こうした地域差も考慮しながら，プランナーだけではなく今後は，経営

層の経営スキルのあり方も検討していく必要がある(15)。 

次いで，組織のケイパビリティとして重要だったのは，外部からのサポートを受けう

る組織外のネットワークだった。多野東部森林組合の事例からも，県森連職員のサポー

トが初期の取組時において重要な役割を果たしていたことが明らかになっている。アン
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ケートからも集約化が進んだ要因として「県行政（普及指導員，准フォレスター）のサ

ポートがあったこと」を多くの回答者が挙げており，組織のケイパビリティには，組織

外のネットワークも重要な要素となっていることを示している。 

研修では，県森連や都道府県職員のオブザーバー参加を受け入れた他，第Ⅰ期に行わ

れた地域実践研修では，研修運営やアクションプランのフォローを通じて，県森連や都

道府県とのネットワーク強化に寄与していたと言える。他方，自発的にネットワークを

どのように構築・維持していくかという点について，研修の中でも学習することが有効

だったかもしれない(16)。 

 

４.４  人材育成政策の意義と限界を踏まえた今後の方向性 

後に，今後のプランナーの育成システムについて，政策的な推進の意義と限界を踏

まえて，今後のプランナー育成の方向性について考察したい。 

まず，本研究で取り上げたプランナーの人材育成事業は，研修内容の転移に成功し，

集約化施業の推進という政策に，一定程度の効果があったと言うことができる。また，

全国的な研修が展開され，テキストが作成され，資格制度までもが創設されたことで，

必要な知識の体系化が行われ，全国的な専門的技術者の継続的な育成の基盤が整った。

他方欧米諸国では，森林・林業分野の人材育成は，専門的な教育機関で主に行われ，学

校卒業後の継続教育は，アメリカやイギリスなどで一般的なフォレスター協会のような

民間専門職団体（Professional Association）により提供されるのが一般的である（相川・

柿澤，2015）。今回のプランナー研修のように，中央政府が政策的に進める人材育成は，

短期間で国レベルでの技術的な方向転換や底上げを図る際には，有効な手段になりうる

ことが分かった。 

しかし，予算獲得の名目を 5 年程度で変えざるを得ないという国の政策枠組みの構造

的な特性を持っていることや，政治的な状況変化に対応せざるを得ないことがありうる

ことを考えると，政策的な人材育成には，人材育成に必要な長期性・安定性の確保の面

から常にリスクが内包されていると言える。したがって，一連の人材育成政策の成果と

して誕生した森林施業プランナー協会が，欧米のフォレスター協会のように資格制度や
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継続教育制度を運営していくことで，長期的な視点に立った人材育成を継続してことが

必要である。また，プランナーの資格制度ができたことで，岐阜県立森林文化アカデミー

や京都府立林業大学校のように，森林施業プランナーを学生の卒業後の有力な進路とし

て位置づける教育訓練機関も登場するようになった。したがって今後の政策は，これら

の民間や地域ごとの教育訓練機関の動きを，政策枠組みとの一定の整合性を図りながら，

後方支援していく方向に進んでいくことが望ましいと言える。 

また，プランナーの想定されている業務内容は，今のところ，搬出間伐を中心とした

一度切りの「施業」の提案であり，継続的な「経営」の観点は希薄である。また，木材

生産と環境保全との両立についても，十分検討されていない。今後は，人工林における

皆伐が増加することが想定されるため，プランナーの育成にも，このような幅広い視点

が必要となるだろう。 

 

■注 

(1) プランナーテキスト基礎編（全国森林組合連合会，2012）では，森林施業プランナー（以下，

プランナー）とは，「路網設計や間伐方法等の森林施業の方針，利用間伐等の施業の事業収

支を示した施業提案書を作成し，それを森林所有者に提示して合意形成と森林施業の集約化

ができるもの」とされている。 

(2) 筆者は，2007 年度の森林施業プランナー研修の開始時から，研修の企画，教材作成，講師

などを務めてきた。 

(3) 筆者は，全国森林組合連合会からの委託を受けて，アンケートの設計，集計作業を担当した。

本論文では，許可を得て，データの一部を使用している。 

(4) モデル組合として選定されたのは，北海道ブロック（上川北部），東北ブロック（釜石地方，

雄勝広域），関東ブロック（多野東部），中部ブロック（中能登，天竜），近畿ブロック（日

吉町，松阪飯南），中国・四国ブロック（三次地方，いしづち，香美），九州ブロック（南那

珂，上球磨）であった。 

(5) 2006年度は林野庁予算の中に研修費用は計上されておらず，農林中央金庫が資金提供した。 

(6) 各年度の研修の詳細は，提案型集約化施業ポータルサイトを参照いただきたい

（http://www.shuuyakuka.com/ikusei/index/）。 
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(7) 北海道だけが，組合数が多いことなどを勘案して，単独の都道府県で研修を開催した。 

(8) 森林施業プランナー協会では育成研修認定制度を通じて，推奨科目を整理し，全森連の研修

での講師経験のある者を紹介するなどして，研修の質の維持・向上に努めている。 

(9) 集約化面積の平均値と中央値の差が大きいのは，面積の大きな回答がいくつかあったからで

ある。ただし，アンケート調査では，集約化の定義を明らかにしていないので，樹立した森

林経営計画の面積を回答している組織が含まれていると考えられる。 

(10) 2006 年度 J-フォレスター研修の受講から地域実践研修開催に至るまでの，初期の取組の時

期の様子とその後の集約化の進展を，当時のプランナー候補者（現参事）にインタビューし

た。 

(11) プランナー候補であった当時の会計主任（現参事）にインタビューを実施した。 

(12) この部分の記述は，北海道大学が平成 26 年度に文部科学省から受託した「北海道に即した

中核的林業技術者養成プログラムの開発事業」のうち，「森林総合管理士・森林施業プラン

ナースキルアップ実証講座」における，多野東部森林組合浦部秀一郎氏の発表「集約化施業

の取り組み」を参考にした。 

(13) 多野東部森林組合の説明によれば，団地面積の規模は所有者数や，プランナーが意識できる

空間の規模を勘案すると，40ha 程度が適当ということであった。多野東部森林組合の場合は，

一人当たりの平均的な所有面積は 2ha なので，20 名の所有者から同意を得ればよいことにな

る。また，40ha の団地はさらに，尾根や谷で分断されており，5～10ha 程度の複数の箇所を

幹線的な作業道で接続している。 

(14) 「提案型集約化施業取組事例集 Vol.1」では，7 つの森林組合を取り上げ，研修終了後に集約

化の取組を実施するにあたって，組織内での合意形成プロセスを紹介している。その中の一

つ，岩手県の遠野地方森林組合では，研修終了後にプランナーが，写真を使ったわかりやす

いスライドショーを使った報告会の開催や，他の職員との勉強会の開催などを実施したこと

が紹介されている。 

(15) 実際に，高知県などの一部の県では，経営管理者向けの研修も開催されている。 

(16) 2011 年 1 月に発行された「提案型集約化施業取組事例集 Vol.2」では，外部組織との連携事

例として，菊池森林組合（熊本県）の林研グループとの連携，対馬森林組合（長崎県）の林

業普及指導員との連携事例が紹介されている。また同事例集では，愛媛県森連の愛媛県庁と
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も連携した県下での組織的なプランナー育成の事例を紹介している。愛媛県はモデル組合

（いしづち森林組合）の所在県であり，地域実践研修では，都道府県森連が事務局を務め，

普及員も多く参加しており，両者の連携による県レベルでのプランナー育成体制の構築に寄

与していたと思われる。 
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第４章 市町村における独自政策の展開プロセスと人材の果たす役割 

１．はじめに 

１.１  森林・林業分野における行政制度の分権化と自治体計画 

日本においては，1990 年代から地方分権の必要性が議論されるようになり，地方分権

の推進に関する決議（1993 年）や地方分権一括法（1999 年）など，制度面では地方分権

が着実に進展している。このような中で，国から「降りてくる」事務・事業を無難にこ

なすだけでは不十分であり，市町村が独自の政策を立案し展開していくことが必要であ

ると言われてきた（真山，2001）。そのような中，財政や体制強化を目的に，市町村合併

が推し進められてきた。また，近年は地方創生と呼ばれる一連の政策により，全ての市

町村が将来の人口動態や地域経済のための計画策定を求められるなど，市町村の政策立

案能力がますます求められるようになっている（相川，2015）。 

森林・林業分野においても，1998 年の森林法の改正により，すべての市町村が森林整

備計画を策定することとなり，伐採届出の受理など市町村の森林行政の権限が強化され

た。ただし，市町村がどのような役割を担うべきなのかという「あるべき論」を欠いた

まま，制度上の分権化が進行しているということが，かねてから指摘されていた（柿澤

2004）。結局，市町村森林整備計画は「形骸化している」と批判を受け，2011 年の森林

法の改正により，市町村森林整備計画を「マスタープラン化」するという方針が打ち出

された。新たな市町村森林整備計画では，市町村が主体的にゾーニングを行うことがで

きるようになったことに加え，ビジョン，ルール，事業計画の 3 つの要素が混在してい

るとの批判（柿澤，2010）を受け，「地域の森林整備の構想・ビジョン」を主体的に示す

ことが推奨されるようになった（森林総合監理士（フォレスター）基本テキスト作成委

員会，2015）。実際に，岐阜県高山市のように市町村森林整備計画に構想的な要素を加え

るなどして大幅に改変し，マスタープランと呼びうるものを作成している市町村もある

（長沼・安江，2009）。 

また，市町村森林整備計画の形骸化の要因として，多くの市町村において職員体制が

脆弱であることが指摘され，市町村森林整備計画のマスタープラン化という政策は，新

しく育成されることになった森林総合監理士による市町村への支援を通じて実現するも
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のとされた（小島，2013）。2011 年から，森林総合監理士を育成するための全国的な研

修が開始されているが，いくつかの実態調査が示すところによれば，「市町村森林整備計

画のマスタープラン化」は，ほとんどの市町村で実現していない（浜本，2014；木村ら，

2012）。 

一方，自治体は，森林計画制度とは別に，森林・林業関係の施策のビジョンや基本方

針，中長期的な目標や具体的な施策などを定めた総合的な行政計画（以下，自治体計画）

を作成する場合がある。都道府県については，1990 年代には，ほぼ全てが自治体計画を

策定し，ゾーニングに基き針広混交林化により環境保全との調和を図る試みをしている

（石崎，2009）（１）。市町村については，2000 年代以降策定する団体が増え，2010 年に実

施されたアンケート調査によれば，回答した 831 団体中 66 の団体が自治体計画を策定し

ていることが明らかになっている（石崎，2012）。ただし，計画内容や策定プロセスに関

する詳細な分析は十分に行われていない。 

 

１.２  策定と実施のプロセスの重要性 

森林の政策もしくは管理・経営のために，計画の立案は様々なレベルで行われてきて

おり，その方法論については国内外の研究蓄積がある（Nuutinen et al.，2006；木平，2003）。

1990年代以降は，木材生産だけではなく環境保全との両立が求められるようになる中で，

世界的に国家森林プログラム（National Forest Program）が策定されるようになり，その

内容や策定プロセスについての研究が行われてきた（Humphreys， 2004；Primmer and 

Kyllönen，2006；Winkel and Sotirov，2011）。特に，EU による共通政策が拡大する欧州諸

国では，地域が自立的な発展を模索する分権化の動きが顕著になっていることが報告さ

れており（石井・神沼，2005），いくつかの地域では地域版の森林プログラム（Regional 

Forest Program）が策定されている（Humphreys，2004；Kangas et al.，2010；Leskinen，2004）。 

これらの計画に関して，実務と研究の両面で特に重要視されてきたのは，策定段階の

みならず，実施段階までを一連のプロセスとして把握することである。そもそも，国家

（地域）森林プログラムの定義は，「持続可能な森林経営を更に発展させるための，国家

と（もしくは）地域レベルの，政策の計画，実施，モニタリングと評価についての参加
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型，統合的，セクター間の，反復されるプロセスである」とされており（Ministerial 

Conference of the Protection of Forest in Europe 2002），連続的な政策プロセスが想定されて

いる。 

こうした，計画の策定と実施の一体的把握の重視は，決して森林分野で独立して発達

したのではなく，政策科学や行政学分野では，1970 年代から政策実施についての研究が

進展し（Barrett，2004），土地利用計画や都市計画（Innes，1996；大野・エバンス，1992；

大野，1997）など，他の計画一般において発展してきた（2）。こうした中で，政策上重要

な決定は，必ずしも政策決定段階で行われるものではなく，むしろ実施段階でなされる

ことが多いことから，「政策決定と政策実施とは明確に区分できるものではなく，連続的

につながったもの」として捉えられるようになっている（宮川，2010）。また，真山（2001）

は，自治体の政策形成プロセスの研究から，自治体職員による事業実施を通じた問題発

見と政策課題設定の重要性を強調している。 

 

１.３  連携を前提とした新たな体制の模索 

政策の策定と実施プロセスを分析する枠組みは多数あるが，政策実施段階については

経験的分析が乏しいこともあり，定まった枠組みがあるわけではない（宮川，2010）。た

だし，政策実施については，一般的に行政組織により行われてきたことから，組織行動

についての理解が不可欠である。日本における市町村の森林・林業行政の体制は人数が

少なく，専門性を欠いていることが多い（石崎，2012）。したがって，限られたマンパワー

の中で，どのように独自の政策形成を行っていくかについては，他分野よりもより一層

深刻な問題である。したがって，森林・林業分野の政策プロセスの中で，市町村職員が

果たす役割と求められる能力を明らかにし，人材育成の方策についても検討していく必

要がある。 

加えて，関係する様々な主体との連携や協働が，政策の正統性を高めるだけではなく，

効率性や実効性を高める点からも必要とされるようになっている。市町村においても，

都道府県や森林組合等林業事業体との関係の再構築とともに，地域住民や NPO 団体との

連携も模索されている。例えば，小川（2012）は，岐阜県の合併市を対象に，森林組合
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との関係の変化が生じていることを明らかにしている。また，1990 年代から森林ボラン

ティア活動が盛んになり，地域の森林政策への市民セクターの参画を求める声が大きく

なった（山本，2003；山本，2010）。実際に，多くの地域で，市町村と NPO 団体との連

携により森林整備のボランティア活動などが行われるようになった他，NPO 法人森づく

りフォーラムの政策提言（内山，2001）が自治体政策に影響を与えたことが指摘されて

いるが（山本，2010），市町村の政策形成における地域の NPO 団体との連携の実態は明

らかになっていない。 

１.４  本章の目的 

以上を踏まえて，本論文では，市町村の独自政策の展開の可能性を検討するため，以

下の事項を明らかにすることを目的に設定する。第 1 は，森林・林業分野における市町

村の自治体計画が，どのような内容を持っているのかを整理することである。第 2 は，

その策定と実施のプロセスと，背景にある体制とその変化を明らかにすることである。

その上で，市町村の自治体計画の策定と実施が，地方分権下の市町村の森林政策の展開

にとってどのような意義を持っていたかを考察するとともに，連携を伴う計画の策定・

実施プロセスを，誰がどのように構築していたかを分析することで，今後の市町村にお

ける人材育成のあり方についても論じる。 

 

２．研究の方法 

２.１  ケース・スタディの設計 

調査はケース・スタディの手法（イン，2011）を用いて，複数ケースを選択した。具

体的には，ケース選択の条件の第一として，明文化された自治体計画を策定している市

町村を抽出した。また，地理的条件を揃えつつ，特定の都道府県の特殊性を排除するた

めに，近接する複数県から複数の市町村を選定することとし，一つの県に多数の自治体

計画を策定している自治体がある場合は，取組の活発度などを勘案して，優良と思われ

る事例を選択するようにした。なお，本研究では，自治体計画を森林・林業関係の施策

のビジョンや基本方針，中長期的な目標や具体的な施策などを定めた総合的な行政計画

と定義した。基本的には市町村森林整備計画とは別に策定されたものを想定するが，ビ
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ジョンや基本方針，中長期的な目標や具体的な施策を定めるなどしているのであれば，

市町村森林整備計画も含めることとした。 

このような条件を満たす地域として，岐阜県，愛知県，静岡県の 3 県を選定し，その

中で自治体計画を策定している市町村として，高山市，郡上市，豊田市，新城市，浜松

市の 5 つの合併市を選定した（3）。それぞれ 2004 年から 2005 年に合併し，約 4 万 ha から

12 万 ha の面積の森林を抱えることになり，広大な森林の保全と活用が合併した市の課

題となり，合併後数年間の内に自治体計画を策定している。合併市に注目した理由は，

合併により森林行政の体制が強化されており，市における森林・林業政策の独自計画や

新たなプロセスを導入しやすくなっているためであり，また市町村合併の目的の一つで

あった，市役所内部体制の強化が独自の政策を展開することに貢献したかどうかを検証

できるためである。さらには，他自治体が同様の体制を構築する際の参考事例として，

波及効果を期待することもできる。したがって，本章の調査では，条件が整った自治体

における独自政策の萌芽を探ることを目的とするが，ただし，全国的には体制の脆弱な

市町村が大部分を占めるため，今後はこのような自治体への事例調査等を通じて，共通

する点と異なる点を明らかにしていく必要がある。 

なお，岐阜県では，この 2 市以外に自治体計画を策定している市があったが，事前に

行った岐阜県庁へのヒアリングにより，取組の活発度合いの高さから郡上市を，市町村

森林整備計画にビジョンや施策などを盛り込むことを試みているという点で高山市を選

定した。また愛知県では，豊田市と新城市以外にも，岡崎市が自治体計画を策定してい

たが，豊田市と新城市は関連する条例を先行して策定しているという点で，優良事例と

して選択した。 

調査対象の 5 市の概要は表４-１のとおりである。人口の規模は浜松市（82 万人）と豊

田市（42 万人）は比較的大きいが，それ以外は，郡上市と新城市が 4 万人台，高山市も

9 万人と 10 万人を下回る規模である。森林部門の職員は，全ての市において 8 名以上と

比較的数が多いが，浜松市と豊田市が特に多数の職員を抱えている（4）。比較的規模の大

きな自治体が選定され，職員の絶対数は多いが，広大な森林面積に対しては決して十分

とは言えない中で，いかに効率的で効果的な森林・林業行政を進めていくかが課題であ

ると言える。 
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調査は関係者への聞き取りを中心に行い，2014 年 8 月から 10 月にかけて実施した。

調査時点での担当者や関係者及び策定当時の中心的な担当者に，訪問もしくは電話によ

りインタビューを実施した。また，適宜，追加的に E メールによる問合せを実施した（5）。 

  

表４-１ 調査対象の 5 市の概要 

 

 

（出所）各種資料より筆者作成 

 

２.２  分析の方法 

自治体計画の内容については，策定のきっかけを整理するとともに，その構造を整理

した。成田（1997）は都道府県の自治体計画を，「構想」「基本計画」「実施計画」の 3 段

階に分けて自治体計画の構造を分析しており，今回の 5 市の自治体計画についても，同

様に分析を行う。また，森林・林業政策の計画内容として重要な，将来的な森林整備目

標やゾーニングについて，5 つの計画について比較を行う。自治体計画のプロセスにつ

いては，検討委員会等の体制を含めて，策定段階と実施段階の両方を把握する。 

さらに，今後の市町村レベルでの森林政策の発展に寄与する人材育成・確保の方向を

議論するために，このような自治体計画のプロセスを設計した人材を特定し，その役割

を分析する。組織学習理論の内，特に野中・竹内（1996）が提唱した知識創造論を用い

人口（万人） 森林面積（ha） 民有林面積（ha） うち人工林（ha）

高山市 9.2 201,000 119,484 42,235

郡上市 4.4 92,612 89,913 49,550

豊田市 42.1 63,000 61,302 35,000

新城市 4.9 41,613 40,784 30,592

浜松市 82 102,820 81,559 62,274

合併年 合併タイプ 森林行政体制 

高山市 2005年  中小規模市＋山村（高山市＋9町村） 林務課8名 

郡上市 2004年  山村同士 （7町村） 林務課8名 

豊田市 2005年  大規模市＋山村 （豊田市＋6町村） 森林課27名 

新城市 2005年  中小規模市＋山村 （新城市＋2町村） 森林課8名 

浜松市 2005年  大規模市＋山村 （浜松市＋2市9町村） 農林業振興課等33名 
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ることとする。知識創造論は，環境の変化に受動的に対応するのではなく，計画策定な

どを通じて知識を積極的に生み出す組織のプロセスを分析するのに適している（寺島，

2011）（6）。本研究では，同理論の内，組織内で知識創造を進めるためのナレッジ・プロ

デューサーと呼ばれる中間管理職の役割に注目する（7）。ナレッジ・プロデューサーは，

トップの意向とボトムの現実を調整し，関係者との議論の場を適切に設定し，さまざま

な議論や作業を通じて，新たな知識創造をファシリテートする役割を担うとされている

（8）。本研究では，各市においてこのナレッジ・プロデューサーと呼びうる人物を特定し，

その属性や果たした役割を分析することで，市町村における森林・林業行政の内，特に

政策立案を担当する人材の育成の方向性について論じることとする。 

 

３．調査結果 

３.１  計画の主な内容と構造 

（1） 策定のきっかけ 

各市の計画の策定時期は，浜松市と豊田市が 2007 年と合併直後であり，残りの 3 市で

は，2010 年の 3 月から 8 月と合併後数年を経過してからとなっていた（表４-２）。調査

対象とした 5 市では，市町村森林整備計画とは別に自治体計画を作成した市が 4 つ，市

町村森林整備計画の内容を工夫することで，他の 4 市の自治体計画同様に総合的な位置

づけを持たせた市が１つだった。 

合併直後に計画を策定した浜松市と豊田市は，都市部の自治体（旧浜松市および旧豊

田市）が山村部の自治体を吸収した合併であり，合併当時の政治状況や地域課題を反映

して，計画を策定していた。浜松市は，圧倒的な人口規模のあった旧浜松市が天竜川上

流の林業地帯の市町村を吸収して合併が行われた中，旧浜松市の出身であるが林業政策

を重視する市長の意志で，林業ビジョンを策定することで，林業セクターの重要性を再

確認し，内外に示すことが構想された。豊田市では，2000 年の東海豪雨による山地災害

等の発生を受け，森林ボランティア活動などが活発化し，社会的に森林整備への関心が

高まった。そのような情勢の中で，財政力豊かな旧豊田市が周辺山間部の町村を合併す

る理由として，市民の安全・安心の確保のための市長の政策に森林整備が位置づけられ
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たことをきっかけとして，条例及び構想の策定が行われたものである。 

一方，合併後数年を経過してから計画の策定を行った 3 市については，市役所内部で

の議論の進展，もしくは外部環境の変化が策定のきっかけとなっていた。例えば，高山

市は，すでに設置されていた高山市森づくり委員会より「森林・林業政策を進めるため

の基本計画を策定すべき」との要請があり，市町村森林整備計画に独自性を持たせるこ

とで対応することを決めた。郡上市は岐阜県内で人工林面積が も多く林業が盛んな地

域であったが，農業分野での基本計画の策定がきっかけとなり，市長の指示で林業分野

でも計画策定が行われることになった。新城市では，愛知県で新設された森林環境税を

活用し，環境的な森林整備や環境学習などを，市の施策の中に積極的に位置づけるため

に基本計画を策定した。 

表４-２ 自治体計画の概要 

 

（出所）各種資料より筆者作成 

 

高山市 郡上市 豊田市

策定時期 2010年3月 2010年3月
2007年3月1日
（2007年７月）

名称 高山市森林整備計画 郡上山づくり構想
豊田市100年の森づくり構想、
豊田市森づくり基本計画

主な内容
森林づくりの方向性、
森林整備の基準・計画量、
基本的な施策

基本理念、
山の姿、
基本的施策と具体的事業

将来像
基本的施策の考え方
基本施策

森林整備
目標

森林に求める役割を「環境財」
と「経済財」に区分し、両方のバ
ランスを取る

「目指す山の姿」として整理
・100年後に人工林を50%に（現
状55%）

・20年後に林業経営林を25％
に（現状15％）
・100年後に天然林を70％（現
状50％）

新城市 浜松市
策定時期 2010年8月 2007年3月

名称 新城市森づくり基本計画 浜松市森林・林業ビジョン

主な内容
基本理念
将来像
重点施策／等

森林・林業の将来像、
ビジョン実現の第一歩として展
開すべき施策

森林整備
目標

人工林の健全化のために以下
を実施
・10年間で必要な人工林の間
伐を全て実施
・50年後の齢級構成の適正化

持続可能な森林経営・管理／
等
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（2） 自治体計画の構造の違い 

計画の名称には各市で違いがあるものの，共通点として基本理念やビジョンなどの構

想に相当する要素が含まれていた。今回調査対象とした 5 市では，具体的な施策につい

ても検討されていた。基本計画として整理されていない場合も，主要なものを中心に必

ず記載されていた。なお，実施計画との名称で独立した計画は策定されていなかった。 

これら構想や基本計画を， も体系的に策定したのが豊田市である。2007 年に制定し

た豊田市森づくり条例に基づき，概ね 20 年間を計画期とする豊田市 100 年の森づくり構

想を策定し，その実施のための基本的施策を整理した豊田市森づくり基本計画を策定し

ている。また，新城市も 2009 年に新城市森づくり条例を策定し，新城市森づくり基本計

画という名称で基本理念を整理した後，森づくりの将来像，重点施策等を整理している。 

他方，浜松市は浜松市森林・林業ビジョンという名称で，合併した浜松市の長期的な

森林・林業の将来像を描くことに注力した。同様に，郡上市は郡上山づくり構想を策定

し，基本理念と（目標とする）山（森林）の姿を描くことに特化した。ただし，両市と

もに，実施につながる施策についても記述しており，浜松市ではビジョン実現の第一歩

として展開すべき施策を，郡上市では基本的施策と具体的事業を挙げている。 

なお，高山市だけが，独自様式の計画ではなく，市町村森林整備計画の構成の見直し

と内容の充実を図ることで，独自性を打ち出すことを選択している。具体的には，総合

計画の構成を参考に，計画の位置づけや森林・林業の現状，市の森林づくりの方向性と

いった構想的な要素を整理した上で，市町村森林整備計画の 13 の記載項目を基準と計画

量の 2 つに整理・統合し，基本的な施策についても体系的な整理を行なっている。 

（3） 森林整備目標，ゾーニングについての記述 

5 つの市の自治体計画においては，森林整備の方向性や目標，ゾーニングについて記

述されている。他方，将来的な森林像やゾーニングをどこまで具体的に記載するかにつ

いては対応が分かれている。 

まず，将来的な森林像について，大まかな方向性の提示にとどめている市として，浜

松市と高山市がある。浜松市は森林管理の目標として持続可能な森林経営・管理という

基本理念を掲げ，具体的方策として森林認証の取得などを行うこととしているが，生産

林と環境林は区別していない。一方，高山市では，森林に求める役割を環境財と経済財



- 82 - 

に区分し，両者のバランスを取ることを重視している（9）。 

環境林と生産林についての将来的な面積割合を設定しているのが，豊田市，新城市，

郡上市の 3 市である。 も具体的な内容になっているのは豊田市であり，20 年間で未整

備森林を一掃するのと同時に，林業経営林を現状の 15％から 25％に増やす一方，100 年

後には天然林の割合を 70％まで高めることを目標としている。新城市も，現在の 16～60

年生の人工林について，およそ 50％を環境林として整備していく方針を示している。ま

た郡上市では，現状 55%ある人工林の割合を 100 年後に 50%程度に減らすとしている。 

なお，技術的な難易度の高さや森林所有者との合意形成の面で困難なこともあり，市

町村森林整備計画を自治体計画とした高山市以外では，森林整備の方向性や目標を市町

村森林整備計画のゾーニングに落としこむことはほとんど検討されていなかった。 

 

３.２  計画の策定段階における体制とプロセス 

（1） 計画策定のための委員会の設置と市役所内部の体制 

調査対象とした 5 市全てにおいて，自治体計画の策定のための委員会が設置された（表

４-３）。豊田市と新城市では，市の森づくり基本条例に基づき委員会が設置され，高山

市と郡上市では，岐阜県の森づくり基本条例の中で，地域が主体となった森林づくりを

進めるための組織として位置付けられた。委員会メンバーは，自治体計画が目指す内容

の実現のために必要な人材が，バランスに配慮しながら戦略的に選出されている。例え

ば浜松市では，合併した新市において林業セクターの統合を強化し，内外にその意義を

発信することを目的としていたため，林業関係の多様な組織の代表者が委員として選出

された。一方，既存の森林・林業関係者にとどまらず，多様なメンバーを委員会に参加

させることで，計画策定に新たな視点やアイデアを導入し，議論を活性化させることを

狙った市もある。例えば，豊田市では，森林ボランティア活動の NPO メンバーや関係す

る地域の研究者などを委員として参加させ，市民の安全・安心の確保という観点から公

益的機能の確保を重視した森林政策の方向づけを行おうとした。新城市でも，地域で森

林ボランティア活動や地域材認証のスキーム構築などの活動を行なってきた NPO のメ

ンバーが委員として選出され，委員会での議論をリードしていた。 
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自治体計画の策定にあたり，市役所内部の体制も強化されていた。具体的には，４つ

の市において県からの出向者を受け入れ，指導的な立場や主要な技術的検討を担わせて

いた。高山市や郡上市では，岐阜県からの出向者が自治体計画の策定プロセスにおいて

指導的な立場を果たしていた（10）。浜松市は，静岡県からの出向者を主幹ポストで受け入

れ，計画策定の指揮に当たらせている。豊田市では，市役所プロパー（生え抜き）の課

長が，策定の指揮を取ったが，主に技術的なアドバイスを受けることを目的として，愛

知県から出向者を受け入れ，森林の将来像の検討など主要な検討を担わせていた。新城

市だけは県からの出向者の受け入れがなかった。さらには，浜松市と豊田市，新城市で

は計画の策定にあたりコンサルティング会社を活用して，資料や議事録作成を担当させ

て，マンパワーを補っていた。他の 2 市については，市役所職員の能力向上を理由とし

て，市役所職員だけで事務局を運営した。 

表４-３ 各市の委員会の概要 

 

（出所）各種資料より筆者作成 

 

高山市 郡上市 豊田市

名称 高山市森づくり委員会
郡上市森林づくり推進会
議

とよた森づくり委員会

メンバー構成 12名 17名 14名
検討期間 18ヶ月 9ヶ月 20ヶ月

委員議論の場 ・委員会×5回

・委員会×7回
・先進地視察×4回
・選出メンバー（5名）によ
る会議×2回

・委員会×17回
・委員による自主ワーキン
グ×14回

市民意見徴収
の機会

・市議会（専門委員会）か
らの意見聴取
・市民アンケートの反映
・公告縦覧

・地域集会×7箇所×1回
・パブリックコメント

・地域会議×5回
・パブリックコメント

新城市 浜松市

名称 新城市森づくり会議
浜松市森林・林業ビジョン
検討委員会

メンバー構成 10名 19名
検討期間 9ヶ月 13ヶ月

委員議論の場 ・委員会×6回
・委員会×5回
・森林環境基金部会×6回

市民意見徴収
の機会

・パブリックコメント

・市民インタビュー
・ワークショップ
・パブリックコメント
・地域協議会での報告
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（2） 計画策定のプロセス 

自治体計画策定のプロセスにおいては，十分な議論を行うことが重視された。調査対

象の 5 市における検討期間は 9 ヶ月から 20 ヶ月と幅があったが，他分野のものも含めて

単年度事業で策定される自治体計画は，実質の検討期間が一般的に 6 ヶ月程度でそれ以

下の場合もある中で，概ね十分な検討期間が確保されていたと言ってよい（表-3）。高山

市の森林整備計画の策定は，委員会での議論をもとに 18 カ月という時間をかけたという

ことが強調されている（長沼・安江，2009）（11）。また，例えば新城市では，策定に向け

た議論の開始が年度の後半になったため，次年度も検討を継続するなど柔軟な対応も見

られた。 

また，策定の段階ごとに，検討プロセスを有意義なものするための工夫が施されてい

る。策定の初期段階では，委員会メンバーの共通認識を得るための現地視察や地域集会

などの工夫が行われていた。現地視察は，実際に森林や原木市場，合板工場などを訪問

するもので，豊田市と郡上市において検討の初期段階に行われた。地域集会は，計画策

定の意図を説明するともに，旧市町村ごとに地域課題についての意見交換を行うもので，

浜松市と郡上市，豊田市で行われた。その他，浜松市では市役所職員による市民インタ

ビューやワークショップなどが行われている（12）。 

次の原案策定段階では，検討のための時間や委員会の回数を十分に確保するとともに，

実質的な議論内容を保証することが配慮された。委員会の開催回数は，豊田市以外は 5-7 

回程度であり，現状と課題の整理を行った上で，将来像や施策の原案が示され，それを

ブラッシュアップしていくという，標準的な運営手法が踏襲されていた（13）。ただし，正

式な委員会以外とは別に，より自由に議論を行う場を用意した市もあった。例えば，豊

田市では，委員による自主ワーキング会合が計 17 回開催され，条例の原案を議論した（14）。

郡上市では，委員会ではなく 2 つの作業部会に実質的な検討を担わせるとともに，さら

に部会からの 5 名の選出メンバーが，基本理念や目指す山の姿という，構想の核となる

部分の検討を実施している。このように，自治体計画の原案策定段階で，自由度の高い

場において集中的に議論することで，より質の高いものを創造することが目指された。 

策定の 後の段階での工夫は，十分な説明による計画内容の承認である。公告縦覧も

しくはパブリックコメントの実施はすでに一般的なものになっており，全ての市で行わ
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れていた。これに加えて，議会報告（高山市）や地域集会（豊田市，浜松市）などが行

われ，自治体計画の内容が承認され，正統性を獲得することに貢献していた。 

 

３.３  計画の実施段階における体制とプロセス 

（1） 委員会の継続設置と市役所職員の長期任用による育成 

計画の策定段階から実施段階に移行する際に，議論の継続性を確保することが大切で

ある。そこでまず，委員会や市役所内部での人的な継続性を確保するとともに，委員会

に計画の進捗管理の役割を担わせることで，議論を継続させるという戦略が採用されて

いた。 

まず，浜松市以外の高山市と郡上市，豊田市，新城市では，委員会において，毎年施

策の進捗状況の報告と，次の施策の展開のための議論が行われている。この中では特に，

委員会設立時から一貫して参加している委員が，豊田市 5 名（定員 15 名），新城市 7 名

（定員 10 名），郡上市 3 名（定員 17 名）おり，議論の継続性を担保することに貢献して

いる（15）。なお，浜松市では構想の策定にのみ特化して委員会を設置したため，策定後に

委員会を解散させているが，主要な委員も参加する天竜材林業振興協議会が組織され，

行政と林業関係者との間の協働体制が維持されている。 

また市役所職員についても，通常 2-3 年の間隔で異動する者が多い中で，計画の実施

上必要な人材については長期的な任用が行われている市があった。具体的には，2014 年

度段階では，豊田市では団地化の推進の主担当者 2 名が 10 年間と 9 年間，浜松市では

FSC 担当者 2 名が同じく 10 年間と 9 年間在籍していた。こうした長期の任用を受けてい

る職員は，森林に関わる専門教育を受けてはいないが，業務での経験を通じた OJT によ

り専門性を獲得させている他，県に出向して森林行政の経験を積ませるといった人材育

成の手法も取られている。高山市と郡上市では，岐阜県林政部への出向経験者を 5 年以

上任用し，組織内での活用を図っている。  

（2） 計画実施のための協働体制の発展 

このように委員会との協働や市役所内部の体制の充実を図ったとしても，自治体計画

は強制力のある計画ではなく，市役所単独で実施できることは少ない。そこで，都道府
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県との連携の下，地域の森林組合等の林業事業体との協働が不可欠となる。都道府県と

の関係では，技術や経験に基づくサポートが期待されており（16），高山市と郡上市は，実

施段階でも岐阜県からの出向者を課長級で受け入れ，指導的な役割を担わせている。豊

田市では，策定時の県からの出向者を市役所職員として採用し，団地形成や市民への普

及啓発を担当させていた。新城市は，県との連携を強化するため，2012 年 4 月より市役

所森林課と愛知県の現地農林水産事務所が同一の建物に入居するようになった。 

他方，森林組合との連携については，問題を抱えている市が多い。自治体計画の策定

段階において地域の森林組合は，組合長などが策定委員会の委員として参加しているが，

市の計画の方向性には反対しないにしても，積極的に行政計画の実施主体となるわけで

はない。森林組合の経営を通じて森林整備の活動量を規定している補助制度は，基本的

な部分は国が，森林環境税等による環境林整備等の部分は都道府県が決定しており，自

治体計画の方向性と一致しない場合があるからである。例えば団地化の推進は，森林組

合にとっては，組合員サービスのためにメリットがあることを認識しながらも，手間暇

がかかるため敬遠されているという実態がある。そこで，森林組合等と積極的な協働を

行うことにより，森林組合と市の双方のメリットの実現を目指す市もある。豊田市では，

団地化を進めるため，地域との合意形成段階から市役所と森林組合が連携している。ま

た前述の新城市でも，2014 年度より，県，森林組合と市役所の 3 者によるプロジェクト

チームを立ち上げ，3 者間での団地化の推進を始めている。 

後に，NPO 等のその他の団体との関係では，豊田市や新城市などで，一般市民への

普及啓発や森林環境教育などの施策分野において，森林ボランティア団体との連携が強

化され施策化されたことは，自治体計画の成果の一つと言えるだろう。 

（3） 計画の見直しのプロセス  

2015 年現在，自治体計画の策定から 4～7 年が経過し，各市において計画の実施状況

が明らかになりつつある。調査対象とした 5 市の中では，策定時期が早く，体系的な計

画策定を行った豊田市において計画実施の結果が表れつつあり，その評価や見直しが始

まっているので，以降自治体計画の成果と，見直しの状況について具体的に説明したい。 

豊田市では，目標に掲げた未整備森林の一掃を目指し，市役所自らが地域森林の団地
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化についての合意形成の先頭に立つ施策を展開している。具体的には，大字単位を基本

とした地域組織「森づくり会議」を合意形成の場として，小流域を単位とした人工林

5~10ha を団地に設定して間伐の推進を試みており，2012 年度までに 80 箇所・4,438ha が

設定されるなどの成果に結びついている。ただし，年間の間伐面積は計画の目標値に対

して，多い年で 5 割程度に留まっていたことが課題とされ，施業時期の平準化を図るこ

とで事業量を増加するなどの改善策が講じられてきた。 

さらに，これらの策定された計画の改善を行っていくシングル・ループ学習に加えて，

計画そのものを見直すダブル・ループ学習と呼びうるような動きも出始めている。豊田

市では，自治体計画の策定から 10 年が経過することにあわせて，構想そのものの見直し

の検討が始まっている。安全・安心の確保のための森林整備の推進というコンセプトに

変更はないものの，策定時に比べ様々な知識が市役所内部に蓄積されてきたことから，

新たに国内外の事例等も収集した上での見直しが検討されている。 

なお，計画策定時には認識されていなかった外部環境の変化が生じ，その対応のため

に，組織的な学習を進展させて新たな施策を追加するという事例もあった。郡上市の皆

伐施業ガイドラインがそのような事例に相当し，計画策定後に明らかになった大型製材

工場の市内への進出の計画を受けて，森林づくり推進会議からの提言という形で，皆伐

施業の注意事項をガイドラインとして取りまとめて周知している（16）。また，皆伐ガイド

ラインの効力を高めるために，地域の素材生産業者を中心に郡上市素材生産技術協議会

が設立され，ガイドラインの遵守を呼びかけるなど協働体制の発展が見られた。 

 

３.４  自治体計画策定におけるナレッジ・プロデューサー 

（1） ナレッジ・プロデューサーの特定 

 後に，自治体計画の策定段階において，各市でナレッジ・プロデューサーの役割を

果たした者を特定した（表４-４）。その結果，各市においてナレッジ・プロデューサー

の属性は異なっていることが明らかになり，プロパーの職員の場合（豊田市，新城市）

と，県からの出向者の場合（高山市，郡上市，浜松市）があることが分かった。また，

これまでのキャリアを通じて，それぞれ企画的な業務体験があり，そのことがナレッジ・
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プロデューサーの役割を果たす上で重要であった。 

表４-４ 各市のナレッジ・プロデューサー 

 

（出所）各種資料より筆者作成 

 

なお，計画の実施段階に入ると，策定段階のナレッジ・プロデューサーは異動してし

まう場合が多く，実施段階でも引き続きその役割を果たしていたのは，豊田市の森林課

長だけだった。さらに計画の見直し時には，豊田市の場合，計画の実施を長期に渡り担っ

て来た人材が，役職も上がるなどもして，ナレッジ・プロデューサーとしての役割を果

たすようになってきている。このようなことから，計画の実施および見直し段階でのナ

レッジ・プロデューサーを特定して比較することは難しい。そこで，ナレッジ・プロデュー

サーの果たした役割については，自治体計画の策定段階のみに限定して分析したい。 

（2） ナレッジ・プロデューサーの果たした役割 

自治体計画の策定プロセスのデザインに，ナレッジ・プロデューサーの果たした 初

の役割は，計画を策定すること自体の戦略的な位置づけと基本的な構造の設定である。

すでに述べたように計画の策定のきっかけは様々であったが，市長や委員会のトップの

意思で策定が始まっている。例えば豊田市では，市長が掲げた森林整備による市民の安

全・安心の確保という大目標に対して，策定時の森林課長がナレッジ・プロデューサー

として，条例と構想，基本計画という体系的な策定を構想した。他方，郡上市の構想で

は，同様に市長の指示で策定が行われたものの，具体的な施策立案や定量的目標の設定

ナレッジ ・プロデューサー 活かされた経験 

高山市 
林務課長 
（岐阜県から出向）

県条例、県基本計画の策定

郡上市 
林務課長 
（岐阜県から出向）

試験研究機関、林業大学校、普及
など多様な職種での企画的経験

豊田市 森林課長 総合計画策定

新城市 
森林課　
林政係長

市役所内部の企画的業務経験

浜松市 
主幹 
（静岡県から出向）

県庁における企画的業務経験
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などは行っていない。これは，郡上市のナレッジ・プロデューサーが，策定期間や市役

所職員のマンパワーおよび行政計画策定の技術力等のリソースを勘案した上で，計画そ

のものを詳細に作り込むよりは，中核となる地域関係者の主体形成と，市役所内部の経

験の蓄積というボトムの実態を重視したからである。なお同じ岐阜県でも，高山市の場

合は，委員会の発案により自治体計画の策定が行われたが，独自フォーマットによる計

画ではなく，市町村森林整備計画の構成の見直しと内容の拡充を図った。これは複数の

計画を策定することは非効率だという，当時のナレッジ・プロデューサーの考え方を反

映したものである。 

次に，ナレッジ・プロデューサーには，委員会や付随する会議，ワークショップ等の

具体的な議論の場の設計を行い，多様なメンバーとの議論をファシリテートし，それぞ

れの自治体計画という形へとまとめ上げることが求められる。そのため，それぞれの市

のナレッジ・プロデューサーの発案で，郡上市では推進会議の下の作業部会や，浜松市

ではワークショップなどが設置された。豊田市では，自主的なワーキンググループが開

催されたのは委員会委員の発案だったが，そのような自主性が生まれたのは，ナレッジ・

プロデューサーが委員の自主的な議論を尊重するという姿勢を貫いたことによるところ

が大きい。 

 

４．まとめと考察 

４.１  地方分権下の市町村の森林政策展開における自治体計画策定と実施の意義 

これまで日本では，市町村は森林・林業行政の担い手として十分な体制や能力がある

とはみなされてこなかった。特に 1998 年の森林・林業基本法の改正以来，地方分権の流

れの中で都道府県から様々な権限移譲があったが，その脆弱な体制を理由として，実効

性に対する疑義が示されてきた（柿澤，2004；石崎，2012）。そのような中で，本調査に

おける，比較的充実した体制を構築した 5 つの合併市の自治体計画の実態調査から，以

下の 3 つの積極的な意義を見出すことができた。 

1 つ目の意義は，地域課題を反映した独自政策の萌芽ということである。策定された

自治体計画は，全ての市において合併後初めて策定されたものであり，地域の森林・林
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業の将来像を描くという役割を果たしていた。合併直後に自治体計画を策定した豊田市

と浜松市では，周辺の山間部の自治体を吸収合併したために，都市部と中山間地域との

関係の整理・構築が目指され，森林・林業問題は重要な課題となっており，その課題解

決のための自治体計画の策定が行われた。一方，他の 3 市は山間部の自治体同士の合併

であったため，合併時に森林・林業問題が大きな課題となることはなかったが，森林資

源の持続的な利用は各市の重要な課題であり，合併後に政策を整理・更新していく過程

において，自治体計画の策定が行われた。このように，地域住民の関心や地域課題を特

定し，その解決に役立つ適切な目標設定を行なったことが，自治体計画の策定・実施プ

ロセスの実効性確保に貢献したと思われる。また，設定された森林整備目標は，いずれ

も木材生産と環境保全の調和が目指されており，国際的な議論とも調和するものとなっ

ていたことも重要であった。ただし，これは先行して 2000 年以降に都道府県が策定した

自治体計画が，人工林の針広混交林化による環境保全の実現を目指したこと（石崎，2009）

の影響が大きいと思われる。 

2 つ目の意義は，協働体制の発展である。従来，地域の森林・林業政策に関わる主体

は，森林所有者や森林組合，市町村・都道府県など林業関係者に限られ，その閉鎖性が

指摘されてきた（内山，2001）。しかし，今回調査を行った市の多くは，計画の策定や進

捗管理のために委員会を設置し，従来の業界団体の代表者にとどまらない新しい主体の

参画を得て，自治体計画を策定していた。さらには実施段階でも，進捗管理を行う委員

会を核としながら，県や森林組合，NPO 等との連携により，団地化の進展（豊田市），

FSC 森林認証の取得（浜松市），環境教育の実施（豊田市，新城市等）などを実現してい

る。特に，郡上市においては，市が作成した皆伐施業ガイドラインについて，新たに組

織された郡上市素材生産技術協議会という民間組織が中心となり，業界の自主的な行動

として遵守していくことになっている。これらのことは，柿澤（2004）が述べた「地域

において計画づくりから実施まで協働で担うしくみ」に繋がるものとして，積極的に捉

えることができるだろう。なお，このような協働体制の発展に結びついたのは，自治体

計画の策定及び実施の両方のプロセスにおいて，設置された委員会が市役所によって尊

重され，市役所との対等な関係性と建設的な議論の場が確保されたことが大きかった。

委員会が尊重されたのは，一つは市長のコミットメントによる市役所内部での政策的位
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置づけの確保，もう一つには条例による位置づけの明確化（豊田市と新城市：市独自条

例，高山市・郡上市：岐阜県条例）があったと指摘できる。また，ナレッジ・プロデュー

サーが，委員会での議論の持ち方に工夫をこらしたことも，委員会メンバーの参加意欲

を引き出す上で重要だった。 

3 つ目の意義は，計画の実施を通じた新たな政策の進展である。計画を実施していく

中で，自治体計画の発展的な見直しを行う動きが出てきている。志賀（2015）は，「森林

経営や地域森林管理においては，地域的多様性や長期的持続性が重要であり，各時点の

状況変化を経営管理主体の意思決定に利用，反映するオープン・ループ・コントロール

による対応が不可欠」としている。具体的には，豊田市では計画を実施していく中で経

験・知識が集積し，構想自体を見直すことが予定されている。なお，郡上市が大型製材

工場の建設を契機に皆伐施業ガイドラインを作成したように，外部環境の変化を契機と

して組織学習が進展するという事例も観察された。政策決定と政策実施が連続的に繋

がっている（宮川，2010）ならば，今後の計画の実施の中から新たな政策が生まれてく

る可能性も高く，引き続き 5 市の政策に注目していきたい。 

以上述べてきたように，5 つの合併市の事例調査から，自治体計画の策定・実施に伴

う意義を積極的に見出すことができた。ただしその一方で，今回の 5 市以外の合併市の

中でも，全国には自治体計画を策定している市があり，更なる事例の研究が必要である。

また，合併を契機に規模が大きくなった自治体は，森林面積が広く職員数も多い傾向が

ある。今回の 5 市では，合併市の比較的充実した人員体制が，計画の策定から実施に至

る各プロセスにおいて重要な役割を果たしていた。他方，合併を選択しなかった市町村

など小規模な市町村では，森林・林業関係の職員数が極めて限られていることから，日

常的な定常業務に追われて，企画的な要素を持つ業務を展開すること自体が困難な状況

にある。このような状況から，多様な市町村の規模を考慮しつつ，どのようなプロセス

や体制が可能かについては，今後の研究課題である。ただし，計画策定時の多様な利害

関係者からなる委員会における十分な議論や，計画の実施段階での委員会の継続設置，

協働体制の発展などの，原則的な要素は，小規模な市町村においても参考になると思わ

れる。 
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４.２  自治体計画プロセスを普及・発展させるための人材育成 

後に，これらの 5 市の計画をさらに発展させるため，もしくは他の市町村が自治体

計画の策定・実施を試みていくための基盤として，必要な人材像とその確保・育成のあ

り方について論じる。 

まず，市役所内部では，企画的な業務の経験などを通じて，政策立案能力を高めた人

材が必要である。今回調査を行った 5 市においては，策定段階のナレッジ・プロデュー

サーは，市役所プロパーにせよ県庁からの出向者にせよ，企画的な業務の経験などを通

じて，すでに政策立案能力を身につけていた。これらの人材は自治体計画の策定段階に

おいて，ナレッジ・プロデューサーとして，計画の性格を決定し，策定体制を組織する

役割を果たすことが期待される（18）。 

今回調査対象とした市の中には，自治体計画の実施段階において，職員を計画上重要

な業務に長期にわたり任用しているケースがあるが，これらの職員は計画の見直し時に，

新たにナレッジ・プロデューサーの役割を果たし，現場の第一線の課題を次期計画に反

映できる可能性がある。そのため，真山（2001）が指摘したように，計画の実施を通じ

て，政策形成に寄与できる市町村職員を育成していくことも有効である。ただし，課題

として指摘できることは，これらの市町村職員を対象とした研修は体系立って行われて

いないということである（19）。したがって，現場でのニーズ調査の結果に基づきつつ，常

に人事異動がある市町村の特性と，市町村の規模等の多様性に配慮して，育成手段は OJT

（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）を基本としつつ，座学の Off-JT の研修と組み合わ

せることで，より有効なプログラムを展開できるだろう。 

また，市役所外部の地域関係者の育成も重要である。今回の調査対象の 5 市の計画の

策定と実施において重要な役割を果たしていた委員会には，地域の林業関係者だけでは

なく，NPO 団体や地域の教育研究機関の研究者などが参加していた。多様な関係者の参

加による計画の策定と実施は，計画の正統性を高めるだけではなく，議論の「場」を活

性化させ，計画の質の向上にも貢献しうる。このような地域関係者は，行政の制度や事

業の中で直接育成しうる性格の者ではないが，事業の協働を通じてコミュニケーション

の回路を定常的に持っておくことや，市の委員会等に積極的に登用していくことなどは

有効だと思われる。このように，長期的な視点に立ち，計画の策定・実施を中心に様々
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な場面で地域人材を発掘し，協働体制を培っていくことも重要である。 

 

■注 

(1) 1990 年代の都道府県の自治体計画の概要と性質については，（成田，1997）を参照のこと。 

(2) 例えば，アメリカの都市計画プロセスの実態調査に基づき，大野（1997）は「マスタープ

ランを作ることの意義とは，単にきれいに飾られ整理された一冊の計画書をまとめあげる

ということにあるのではない。マスタープラン策定の過程で都市の構成員の中に都市づく

りの目標に関する合意が形成され，その合意を反映してマスタープランが策定される。そ

して，そのマスタープランに従って実際の都市づくりが行われている。こうしたプロセス

を可能にする都市計画システムを構築することが，より本質的なマスタープラン策定の意

義なのである」と述べている。 

(3) この内，郡上市と豊田市，浜松市については，森とむら活性化研究会（旧：財団法人森と

むらの会）が，合併後の市町村行政の実態について，調査を実施している。「『市町村合併

における森林行政の変貌と対応』に関する調査研究報告」財団法人森とむらの会 （2007 年，

2008 年，2009 年），「『市町村合併における森林行政の変貌と対応』に関する追跡調査研究

報告」森とむら活性化研究会（2014 年，2015 年）を参照のこと。 

(4) ただし，浜松市は合併時に森林課及び森林整備課という 2 つの専門の課が新設されたが，

2007 年には森林整備課が農林水産部天竜農林事務所となり，2011 年には森林課が廃止され，

農林水産政策課と農林業振興課に分かれるなど，体制面では分断化されている（石崎 ，

2014）。 

(5) 筆者は，2005 年度から 2006 年度にかけて，豊田市の森づくり条例および基本構想・基本計

画の策定支援を実施している他，新城市の森林政策アドバイザーを，2012 年度から 2014 年

度まで務めている。 

(6) 日本では，中央官庁・自治体の政策形成プロセスの分析に応用されており，中央官庁にお

ける IT による情報活用による知識創造事例，NPO 法の成立過程の分析などに用いられてい

る（野中ら 2003）。また，組織学習理論はインフォーマルな組織にも応用できることから，

産業クラスターの構築（Arikan，2009），環境ガバナンス（Folke et al., 2005）の研究などに

も応用されている。 
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(7) ナレッジ・プロデューサーは，野中・竹内（1996）では，「ナレッジ・エンジニア」と呼ば

れていたが，その後，野中・梅本（2001）では「ナレッジ・プロデューサー」という言葉

が用いられるようになっているため，本稿でもそれに倣い，ナレッジ・プロデューサーと

いう言葉を用いる。 

(8) 野中・竹内（1996）の知識創造論においては，ナレッジ・プロデューサーの役割として，

関係者の持つ暗黙知の形式知への変換が重要視されている。暗黙知は，マイケル・ポラン

ニーの「暗黙知の次元」において概念化された「形式言語で言い表すことが難しい」知識

のことである（ポランニー，2003）。ただし，寺島（2011）は，知識の暗黙知と形式知と二

分するのは単純すぎると批判しており，本研究でも暗黙知から形式知への転換という枠組

みは援用しない。 

(9) 標高，林道からの距離，人工林率などの指標を用いて，水源保全林，災害保全林，保健環

境林，木材生産林の 4 つの森林区分に誘導していくものとしている。 

(10) 岐阜県では，2006 年に策定した「岐阜県森林づくり基本条例」および「岐阜県森林づくり

基本計画」により，地域が主体となった森林づくりを実現するため市町村を支援する方針

を打ち出し，森林面積の多い主要な市町村に対して，主に課長級で県職員を出向させてい

る。 

(11) 市町村森林整備計画は，地域森林計画と適合するように同年度内に策定され，検討期間は

半年程度であるのが一般的であるが，高山市のように工夫次第で時間をかけて検討するこ

とも可能だということが分かる。 

(12) 浜松市では，市の職員が，林業関係者だけではなく，地域づくりや子育て支援を行ってい

る 40 団体のべ 237 人にインタビューを行い，森林・林業の将来のイメージの聞き取りを行っ

ている。ワークショップでは，外部のファシリテーターを起用し，森林・林業の将来像を

議論した。 

(13) 豊田市だけが，基本条例，構想，計画までの一連の策定期間として捉えているため，検討

期間 20 ヶ月，委員会開催回数 17 回という非常に議論の量が多いものとなっている。 

(14) 自主ワーキングは，事務局を務めた市の森林課およびコンサルティング会社もオブザー

バーとして参加した。基本的には，委員主体の議論が行われたが，オブザーバー発言を禁

じられていたわけではなかった。 
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(15) 高山市では，計画策定時の委員は全て入れ替わっており，現在の政策課題に対応したメン

バー構成になっている。 

(16) なお，2012 年度より始まった森林総合監理士（当時は准フォレスター）によるサポートの

実態については，ヒアリング調査を主に行った 2014 年時点では必ずしも明らかではなく，

今後の追跡調査が必要である。 

(17) 豊田市でも，2016 年に大型製材工場の建設が計画されているため，市町村森林整備計画で

の伐採規制が検討されている。 

(18) なお，現在，市町村森林整備計画の策定と実施については，森林総合監理士による支援が

制度化され，林野庁による育成のための研修事業が行われてきた（枚田，2013）。。研修に

おいては，森林計画制度及び森林管理・林業技術についての知識の獲得に加えて，コミュ

ニケーションやプレゼンテーション能力の開発が行われているが，組織学習を誘発するナ

レッジ・プロデューサーのような役割は想定されていない。 

(19) 林野庁では高尾の森林技術総合研修所において，市町村職員向けの集合研修を行っている。

また，都道府県でも市町村職員向けの研修を実施しているところがある。しかし，これら

の研修は制度の紹介や林業・木材産業の動向についての解説が中心を占め，実際の業務と

結びついたものには必ずしもなっていない。 
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第５章 まとめと政策的含意 

１．各章のまとめと本章の目的 

本研究においては，まず第１章において，地域における持続可能な森林管理・林業経

営の実現のための専門的技術者の重要性を論じた後，日本における 2000 年代後半から

の森林・林業分野の人材育成政策の概要とその背景，欧米等の先進諸国における動向を

整理した。 

続く第 2 章において，先進 6 カ国におけるフォレスター育成および資格制度の現状と

近年の変化の方向性について整理を行った。その結果，資格制度から見ると，民間専門

職団体が資格制度を運営する国（アメリカ，イギリス，カナダ）と，政府が資格制度を

運営する国（ドイツ，スイス，オーストリア）の 2 つのグループに類型化できた。分類

結果には，歴史的な要因が強く影響していたが，環境意識の高まりや高等教育制度の国

際標準化等の現代的な社会変化を受けて，各国の制度はその姿を変えつつあることも明

らかになった。また，イギリスやスイスなど，技能者からフォレスターへのステップアッ

プを可能にするキャリアラダーを整備している国もあることが分かり，今後の日本の制

度発展の参考となると思われた。この分類は，福祉資本主義の類型とよく対応していた。

日本の場合は，政府によるサービスの不足を，民間セクターが埋めることでカバーする

という二重構造を取ることが特徴とされているが，日本のフォレスター制度も，公務員

を中心とした森林総合監理士と民間技術者を中心としたプランナーの二重構造を持っ

ている点において，よく対応していた。また，日本以外の諸国においては，必要な教育

レベル等の要件を明らかにすることにより，フォレスターという専門職の職業像につい

て，社会的な合意を維持・発展させていたが，日本ではこうした社会的合意形成が不十

分であった。なお，イギリスやスイスなどでは，林業作業を担う技能者からフォレスター

へのステップアップを可能にするキャリアラダーを整備しており，今後の日本の制度展

開に応用が可能と考えられた。 

次に第 3 章では，民間技術者であるプランナーに焦点を当て，集約化施業推進のため

のプランナー研修を事例として，政策の実現手段としての人材育成の有効性と限界を明

らかにすることを目的として調査を実施した。プランナー研修は，2006-2009 年度まで
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の第 Ⅰ 期と 2010 年度以降の第 Ⅱ 期に時期区分ができた。第 Ⅰ期では施業集約化

の実践を研修の目標としていたが，第 Ⅱ 期では，森林・林業再生プランを契機として

人材育成そのものが政策目的となり，研修はプランナーの資格制度に対応した試験対策

的な性格を強くした。このように比較的短期間で政策目的が変化し，研修の目的や内容

が不安定であるという課題が明らかとなった。プランナー研修でも，講義だけではなく

実習やワークショップを組み合わせることや，実践を伴う課題を課した上でそのフォ

ローアップを行うなど，転移を促す工夫が行われていた。受講生に対するアンケート結

果からは，研修を受けた結果として施業集約化を実践しており，研修内容の転移に成功

し，政策の推進に貢献していることが確認できた。第 Ⅱ期になると試験対策の性格を

強める中で，転移を促す内容は希薄となったが，一方でテキストが作成され，集約化に

関する知識が体系的に提示されるようになった。 

第 4 章では，森林・林業行政の 前線に位置づけられた市町村において必要とされる

人材像を検討するために，合併市における森林・林業分野の自治体計画の策定・実施プ

ロセスの分析を行った。策定段階においては，多様な利害関係者から構成される委員会

が設置され，計画の策定，さらには進捗管理において重要な役割を果たし，各市におけ

る協働体制の構築に寄与していた。これらの一連のプロセスにおいて，組織内で知識創

造を進めるナレッジ・プロデューサーと呼ばれる人材が重要な役割を果たしていること

が明らかとなった。ナレッジ・プロデューサーは，計画を策定すること自体の戦略的な

位置づけと計画の基本構造の設定を行い，さらに委員会での議論を活性化させる工夫を

施すことで，策定プロセスを主導していた。また，計画の策定・実施のプロセスの中で

林務担当の市町村職員の育成が進んでおり，この育成を進めるために職員の長期的な任

用や，利害関係者との協働が重要な役割を果たしていることが明らかになった。   

本章では，これら各章の結果から，日本の現状の人材育成政策について，第 1 にその

国際的な位置づけを，プランナー育成や市町村森林行政の実態を踏まえて，改めて整理

した上で，第 2 に一連の人材育成政策の成果・意義と限界をそれぞれ評価する。さらに

は，これらを踏まえて，今後の人材育成のあり方について，政策による研修事業だけで

はなく，教育機関における育成プログラムの開発や，技術者集団の自主的な連携も含め

た提案を行う。 
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２．考察：2000 年代後半の日本における人材育成政策の評価 

２.１  日本の人材育成政策の国際的位置づけ 

第 2 章の結果から，先進諸国のフォレスター制度との比較を通じて明らかになった日

本の人材育成政策の特徴として，第 1 に指摘できることは，森林・林業分野に専門的人

材のあり方にかかわる社会的な合意形成がまだ十分ではないということであった。先進

諸国においては，専門の教育機関が存在し，必要な教育レベル等の要件を明らかにする

ことが，フォレスターという専門職の職業像についての社会的な合意を維持・発展させ

ることに貢献していた。ところが，第 3 章で見たように，日本の場合は，政策的なイニ

シアティブにより研修事業や資格制度が創設されているが，プランナー育成により一定

程度の集約化が進展するなどの成果が得られたが，資格取得者が伸び悩んでいること自

体が，資格取得による信頼性の向上などの効果が実感されていないということを物語っ

ている。また，森林総合監理士についても，支援先の市町村担当者の中でも認知は低い

上，第 4 章で詳述したような市町村の実際の業務プロセスを意識した研修は行われてい

ない。かつて，小林（1994）は，「そもそも日本にはフォレスターに相当する職業像が

なかったのではないか」と述べた。森林施業プランナーも森林総合監理士も，その育成

が始まったのは，せいぜい 10 年以内のことであり，広く社会に浸透するにはまだ時間

がかかると考えるのが妥当であろう。 

第 2 に指摘できる日本の特徴は，森林総合監理士と森林施業プランナーという二重構

造を持っているという点である。この点で，日本のフォレスター制度は，参考にしてき

たドイツ語圏の公務員フォレスター中心の制度とは異なり，むしろ官民のフォレスター

が役割分担をして存在する英米圏のフォレスター制度に近いと言える。また，二重構造

を反映して日本では，市町村森林整備計画策定の策定や運用，施業集約化や森林経営計

画の策定や運用という，地域の森林管理・経営にかかわるという点では共通の研修・資

格が，それぞれ森林総合監理士，プランナーと分断して構築されることとなった。この

点では，官民の所属を問わず，フォレスターの資格制度を民間専門職団体が構築・運営

している英米圏とは異なる。 

二重構造は福祉資本主義の類型における日本全般の特徴であり，軽負担を可能にする

という点で，キャッチアップ型の後発国家に適したシステムであると言われている（広
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井，1999）。キャッチアップ型のシステムでは，何を優先的なキャッチアップの対象と

するかで各種公的サービスの中での優先順位付けに，大きな偏りがある場合が多い。日

本の森林・林業政策においては，拡大造林及びその結果できた人工林管理・経営に優先

的に財政的・人的資源を配分してきた結果，環境面に配慮した木材生産や森林経営の技

術の確立・普及と，これを指導するための監視機能が弱い。プランナー研修により進め

られてきた集約化施業も，主に利用間伐を中心とした木材生産に重点が置かれており，

国際的には，フォレスターの仕事の内容が，単純な木材生産から環境保全との両立が求

められるように変わりつつあるのとは，異なっている。また，第 2 章で見たように，ア

メリカ型の国でもドイツ型の国でも，規制的役割を果たすのは公務員フォレスターであ

るが，日本の場合は，規制的権限を持つ市町村の体制は一部を除いて脆弱であり，市町

村を支援する森林総合監理士の育成は始まったばかりである。このことは，人工林資源

の成熟を迎え，主伐が増加すると想定される中で，大きな課題となるだろう。 

日本の第 3 の特徴として，地方分権が進展した結果，市町村に様々な権限が移譲され

ているという点がある。日本の場合は，伐採届の受理や指導等の権限は市町村に付与さ

れているが，国際的には，森林行政にかかわる権限は，国もしくは連邦制の国における

州政府が責任を持つのが一般的である（柿澤ら，2008）。第 4 章では，比較的体制が充

実している合併市については，森林行政能力の向上についても萌芽的な動向が見られる

ことを報告した。しかし，権限に応じた財源や人的資源の配分は決して十分ではなく，

多くの市町村においては森林行政に関わる人的資源が脆弱であるため，都道府県の林業

普及職員等を再教育した森林総合監理士が市町村へ支援を行うという間接的な形式を

取らざるを得ない。その一方で，前述したようにプランナーの育成はある程度進んでい

るが，公的な役割を果たすことは現時点では想定されていない。この実行体制を伴わな

いまま進んできた地方分権という日本固有の課題の解決の方向性については，本章 3 節

「人材育成政策の今後の発展に向けた提案」の中で，今後の人材育成の全体の方向性の

中で，改めて検討したい。 
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２.２  人材育成政策の成果 

次に，本研究で調査対象とした，2000 年代後半における我が国の人材育成政策の成果

について，整理を行っておく。 

一連の人材育成政策の成果として，第 1 に指摘できることは，第 3 章で詳述したプラ

ンナー研修事業のように，2000 年代後半から人材育成に政策的焦点が当てられ，林野庁

により政策化されたことによって，全国的な研修が展開され，研修内容の転移にも成功

し，政策推進に一定以上の効果があったということである。研修の転移には組織的な要

因が影響していることも明らかになったものの，適切に実施されれば，その育成が政策

的な効果を持つことが実証され，政策の実施上の制約条件の一つとしての人的資源の存

在が日本でも認識されたことの意義は大きい。 

第 2 に，研修事業をきっかけとして，プランナーについての資格制度が創設され，資

格試験の出典元となるテキストが制作されるなど，専門的技術者に必要な知識の一定の

体系化が行われたことである。また，本論文では論じることができなかったが，森林総

合監理士の育成のための研修も行われ，プランナー同様に，テキストの作成や資格制度

の創設が行われた。これらの教育機関における専門的な育成プログラムが発達し，社会

的な認知を受ける前の段階では，このようなテキストや資格制度は，それぞれの専門的

技術者像のあり方を示す上での基盤となるものであり，今後の発展を念頭においても意

義が大きいと言える。なお，第 2 章で見たように，アメリカ等の民間専門職団体が資格

制度を運営する場合は，倫理規定や継続教育の義務付けを伴うのが一般的であり，日本

のプランナーと森林総合監理士の資格制度についても，社会的な信頼性向上のため，今

後はこのような要素を制度に取り入れていくことが望ましい。 

第 3 に，研修をきっかけとして，プランナーなど，持続可能な森林管理の実現を目指

した，地域に根ざした専門家集団が形成されつつあることが指摘できる。本研究の結果

から，研修事業を通じて育成されたプランナーの中には，組織内外の協力を得ながら，

集約化施業を進め，地域の森林管理に積極的な役割を果たそうとしている者も生まれつ

つあることが分かった。一連の人材育成政策による全国的な研修が，各地域に森林管理

を行う専門家を配置する上での，初動的な役割を果たしたと言えるだろう。 
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２.３  政策としての人材育成の限界・課題 

このように，一連の人材育成政策については一定の成果を認めることができるが，そ

の一方でこれまで行われている人材育成政策の限界と課題を整理・把握しておくことが，

今後の人材育成の発展のあり方を考える上で不可欠である。 

まず第 1 の限界として，政策の短期的で頻繁な変更に伴う，人材育成事業の枠組みの

不安定さが指摘できる。これについては，第 3 章のプランナー研修の分析の中で，具体

的に示されたが，特定の政策目的に沿って行われる研修事業は，政策目的や予算編成上

の理由に合わせて，頻繁にその内容を変えざるを得なくなる。このことは研修実施者に

大きな負担をかけることになっており，また研修内容の一貫性を確保することも困難と

なっていた。 

第 2 に，国が政策的に進めることにより，自ら考え現場で判断するボトムアップ型の

技術者を育成するのではなく，政策の実行部隊（エージェント）としての技術者を育成

する政策と化す危険性があることに注意が必要である。森林総合監理士については，研

修における受講生の「林野庁の公式見解や取り組みマニュアルを知ろうとする姿勢」の

強さが問題視されており（枚田，2013），エージェント化の問題が早くも懸念される（1）。

国際的には，社会の環境意識の向上などの近年の変化が，教育機関や専門職団体の中で

受け止められ，フォレスター育成のあり方にも大きな影響を与えていた。ところが，日

本においては，森林・林業政策において，環境に配慮した木材生産に対する認識が低く，

研修事業においても重要なトピックとはなっておらず，国が定めた搬出間伐を盲目的に

推進してしまう恐れもある。ただし，プランナー研修では，研修で教えてきた実際の仕

事である集約化と，後から制度化された森林経営計画のすり合わせに苦慮しつつも，森

林経営計画の策定自体を研修の目的にすることはせず，各地域の実態に合わせた集約化

の推進を行うという姿勢を崩していないため，エージェント化をかろうじて免れている

とも言える。しかし，2015 年 11 月現在，森林経営計画の全民有林面積に占める認定割

合は，28％に留まっており，この数字を高めるために，プランナーのエージェント的位

置づけが強化される恐れがある（2）。 

第 3 に，資格取得自体が目的化してしまうという現象も，限界の一つとして指摘でき

る。政策的に資格制度を創設したことは，一つの達成であったが，資格取得者の数字目
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標が設定されることで，数字目標の達成が目的となり，研修も資格取得対策の傾向を強

める結果となった。資格制度は，社会的な信頼性を高める上で重要な役割を持っている

が，技術者像と業務についての実態が伴わなければ，反対に社会的な信頼を失う恐れさ

えある。 

以上のことから，人材育成と政策とを直結させることは，その都度変わる政策課題の

実行部隊として安易に活用される恐れがあることを，よく認識しておく必要があると言

える。諸外国では，人材育成が政策の実施と関連づけて論じられることが少ないのは，

成熟した人材育成システムをすでに有しているという理由が大きいと思われるが，この

ような政策に関する特有のリスクとも関係しているかもしれない。確かに，政策実施に

資することにより，予算や人員など政策的な資源は獲得しやすくなる。しかし，政策は

間違えることがありうるし，そうでなくても，変化を構造的に内包しており，長期的な

視点が必要な人材育成と相容れない性質を有している。また，政策的に実施されたとし

ても，教育には，個人の私的な領域に関わる側面を有しており，慎重な姿勢が求められ

る。 

後に，市町村の人材育成については，森林・林業分野の政策としては未着手であり，

課題の一つとして指摘できる。ただし第 4 章で見たように，比較的体制の充実した合併

市においては，市町村職員の何人かは長期的に任用され，自治体計画策定と実施を通じ

て自組織内で育成されていくという動きがあり，全国的な合併推進政策の副次的な効果

として，市町村行政の現場で人材が育成されつつあると指摘できる。また，合併 5 市が

策定した自治体計画では，いずれも木材生産と環境保全の調和が目指されており，都道

府県の影響が大きいとは言え，国際的な議論とも合致するものである。したがって，意

欲と能力のある市町村については，市町村の自主性を重視し，むしろ国の政策は補完的

な役割に徹するべきであると考えられる。 

今回調査対象とした合併市は，森林面積が広く，職員体制も比較的充実したことに加

え，それぞれの文脈において，森林・林業行政の重要度が比較的高い市であった。他方，

規模が小さく体制が脆弱な自治体や，規模が大きいものの，森林・林業行政があまり重

要されていない自治体については，同じ議論を当てはめることはできない。そのような

自治体においては，都道府県の森林総合監理士が必要十分な支援を行い，ミニマムとし
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て森林の公益的な機能が担保されることを保障することが必要である。ただし，森林総

合監理士については，想定された成果をほとんど挙げられていないという厳しい評価も

下されている（浜本，2014；木村ら，2012）。本研究では，ナレッジ・プロデューサー

としての役割を果たす人材の戦略的育成の必要性が指摘されており，森林総合監理士の

研修プログラムにそのような要素を盛り込むことは有効であると思われる。したがって，

森林総合監理士の育成については，その育成のあり方を再検討するための材料として，

本格的な現場ニーズの把握と評価研究が急がれていると言える（3）。 

 

３．人材育成政策の今後の発展に向けた提案 

３.１  社会的な合意の形成 

本研究の 後に，人材育成政策の今後の発展に向けて，いくつかの提案をして終わり

たい。 

日本においては，「フォレスターに相当する職業像がなかった（小林，1994）」という

経緯を踏まえれば，先進諸国に見られたような専門的技術者についての社会的な合意を

形成していくには，ある程度の時間がかかることは当然である。したがって，研修事業

を展開したり，資格制度を創設したから，また，一般市民への広告宣伝を強化したから

と言って，すぐに社会的な合意が形成されるわけではない。求められるのはむしろ，プ

ランナーや森林総合監理士が連携しながら，まずは業界内部での認知を地道に上げてい

くことだと思われる。特に，クライアントやステークホルダーとの日常的な関係性をも

つことが重要であり，森林所有者はもちろん，市町村や木材産業界等のニーズを捉えつ

つ，日々の業務と対話を通じて，人材育成のあり方を継続的に改善していき，信頼関係

を構築していく必要がある（４）。本節でも，これ以降，人材育成のための教育プログラ

ムや研修，技術者の組織化などを検討していくが，その際にも出発点となるのは，この

ような現場での業務の実際であると思われる。 

また，市町村・都道府県・森林組合が連携しつつ，地域に適した人材の活用や配置を

行うことが重要である。例えば，第 4 章の合併 5 市の森林政策の展開に見るように，体

制の比較的充実した市町村であれば，必要な規制についても独自に検討するケースなど
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も見られる。他方，体制が脆弱な市町村については，都道府県の森林総合監理士との連

携の中での発展的な解決を模索していく必要があるだろう。したがって，市町村職員を

中心とした森林総合監理士やプランナーとの役割分担のあり方については，地域の実態

に合わせて柔軟に構想されてよい。なお，後述するように，適切なキャリアラダーが用

意されれば，経験を積み地域の信頼を得たプランナーを森林総合監理士として任用して，

公的な立場で地域の森林経営に貢献してもらうこともできる。このような，地域におけ

る柔軟な運用を可能にする制度が，社会的な合意形成の前提として必要であると思われ

る。 

３.２  専門技術者向け教育プログラムの開発 

次に，長期的に避けて通れないのは，専門技術者向けの教育プログラムの開発である。

すでに述べたように，政策的に進める人材育成は不安定さを内包しているため，継続性

と自主性の点で限界があることから，大学等の高等教育機関で安定的な仕組みを構築し

ていくことが非常に重要である。加えて，文部科学省は，2015 年 3 月末に，「実践的な

職業教育を行う新たな高等教育機関の在り方について 審議のまとめ」という報告書を公

表し，高等教育の多様化の必要性を主張する中で，大学等の高等教育機関における職業

訓練の必要性を強調するなど，本研究の主張と同様な政策検討の動きが見られる（５）。こ

のような教育界全体の議論も十分に意識しながら，森林・林業分野の大学等においても，

今後の教育プログラムの見直しをしていくことが必要である。 

なお現実的には，学部レベルでは，明確な実務志向を持っている学生ばかりではない

ため，当面は大学院に専門的技術者向けの専門コースを開設するなどの対応が考えられ

る。そのためには，実際の組織における仕事の内容の実態を考慮して，教育制度へ反映

させていくことが有効であり，科学的な知識と応用的な能力をバランスよく身につけさ

れる工夫が必要である。また，アメリカ等の民間専門職団体が要求しているように，現

役の技術者も含めて，継続教育の機会も提供される必要がある。実際，すでに社会人の

継続教育プログラムとして，鹿児島大学の再チャレンジ社会人大学院（通称：森番人養

成）と林業生産専門技術者養成プログラム（学び直し）や，愛媛大学（森の国・森林環

境管理リカレントコース）において，専門技術者向けの教育プログラムが始まっている
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ところであり，こうしたプログラム内容や成果を検証しながら，全国的な拡大や発展を

図っていく必要がある。 

３.３  今後の研修プログラムの改善 

林野庁の政策として行われてきた各種の研修事業については，その性質上，常に変化

を求められる。そのため，現在行われている各種の研修事業についても，基盤的な知識

や技能の供与という研修の基本的な役割を確保した上で，組織での業務の実態を踏まえ

ながら，「 新の」政策課題の解決に寄与するものへと進化させていくという戦略的な対

応が求められる。  

例えば，プランナー研修については，利用間伐への転換を目的として研修が始まって

から 9 年が経過しており，主伐も視野に入れて地域の森林を経営していくという観点が

求められるようになっている。また，国際的に求められるようになってきている木材生

産と環境保全の両立にも積極的に取り組みたい。このような状況を踏まえ，森林組合な

ど林業事業体の組織の経営と，環境にも配慮した森林管理・林業経営とどう結びつけて

いくかという課題を，研修等を通じて理論的に整理した上で，全国的な普及を図ってい

くことができるだろう。所有者との信頼関係の構築に基づく集約化の実行によって，所

有者への利益還元・持続的な森林経営の推進・林業事業体の経営安定化及び発展を統合

的に推進することが重要であるが，第 3 章で取り上げた優良事例の森林組合では，さら

に森林経営計画の要件とも整合的に集約化施業を実行していた。このように地域の森林

経営と組織の経営，さらには国が進める森林経営計画をいかに調和させながら進めてい

くかという課題は全国的に共通であり，格好の研修テーマになりうると想定される。ま

た，初期の受講生が参事や課長などマネジャークラスに昇格している森林組合や事業体

も多く，事業体の経営と集約化や持続的森林管理を統合的に考えようとする基盤は形成

されつつあるとも考えられるため，これまでの研修の発展版とも位置づけ，一定以上の

ニーズを見込むことができるだろう。 

次に，市町村職員の場合も，森林行政能力の強化を目的とした新たな研修を想定でき

る。ただし，市町村の場合は，その規模を考慮する必要があり，今回の合併 5 市に見ら

れるような自発的な動きを取りうる市町村と，体制面の制約等からそのような動きが難
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しい市町村とを区別して，必要な研修を行っていく必要がある。そのため，まず必要な

ことは，いくつかの類型ごとの市町村における実際の仕事の実態を把握することであろ

う。研修としては，こうした実際の業務を通じた人材育成（OJT）を補完・支援するよ

うな，集合研修（Off-JT）が有効であり，市町村界を越えた広域的なネットワーク化を

視野に，流域単位や都道府県単位での実施が望ましい。 

また，市町村を支援する技術者として想定されている森林総合監理士については，本

研究でその重要性を指摘したナレッジ・プロデューサーとしての役割を発揮できるよう

に育成を図っていくことが必要である。特に，地方創生といった政策枠組みの中で，各

市町村が独自の政策立案を求められる中では，地域の文脈に沿った支援がますます重要

となる（相川，2015）。そのためには，これまで学習してきた森林管理や経営に関する知

識や技能を更に発展させることはもちろんのこと，地域課題の反映や協働体制の発展に

寄与できるようなコミュニケーション能力等のソフトスキルを積極的に開発させていく

必要がある。ただし，自治体側にニーズや必要性があることを前提とすると，当面は各

都道府県に数名ずついれば十分であると想定され，意欲と能力のある都道府県職員を中

心に育成を図っていくのが現実的であろう。 

３.４  キャリアラダーの構築と技術者同士の自主的な連携 

諸外国のフォレスター制度の比較調査から，ドイツ等において国の関与が弱まり，ア

メリカやイギリスのモデルに近づきつつあることを指摘したが，国の政策的なイニシア

ティブで始まった日本の人材育成も，2013 年度以降，国の政策的な関心事の変化に伴い，

積極性が弱まりつつある状況にある。 

また，第 2 章で述べたように，日本のフォレスター制度や福祉資本主義のあり方は，

民間セクター（プランナー）による政府（森林総合監理士）の補完という意味での二重

構造を持っており，その点ではアメリカ等のモデルに近く，大学等の教育システムもア

メリカ型に近い。ただし，アメリカ等では，官民の所属を問わず全ての技術者が民間専

門職団体に参加し，資格制度の運用等を通じて継続的な教育を提供するとともに，技術

者同士の交流を促している点に，現在の日本との大きな違いがある。今後は日本におい

ても，技術者同士の繫がりを強化して，継続的な学びの機会を提供し，自発的に発展し
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ていくような仕組みが必要であり，その際には本研究で示したアメリカ等の民間専門職

団体のあり方が参考になるだろう。また，国の関与が弱まりつつあるドイツ語圏でも，

フォレスターの横の連携を模索する民間主体の動きが出てくることが予測され，今後も

情報収集を行っていくことが必要である。 

このような繫がりが強化されるのであれば，次のステップとして，官民で分断された

プランナーと森林総合監理士の 2 つの制度を統合していくことも考えられる。具体的に

は，能力や意欲の点で秀でたプランナーを，森林総合監理士として任用し，市町村への

専門的技術者としてのアドバイスを通じて，規制に関わる公的な役割の一翼を担わせる

ことも想定される。持続可能な森林管理の実現のために必要な地域に根ざした専門家集

団として，地域への密着性や継続性の点で，プランナーはその有力な供給源となりうる

からである。したがって，制度的にも，プランナーが森林総合監理士へのステップアッ

プできるキャリアラダーを用意すべきである。そのためには，イギリスの全国職業資格

（NVQ）のように，共通の枠組みでそれぞれの資格に必要な知識や能力，経験を明らか

にしていくことが必要である（６）。また，スイスの事例で見られたように，緑の雇用制度

等を通じて現場技能者とした採用された社会人経験者などを，個々人の志向や適性に応

じて，プランナーやフォレスターといった技術者へとステップアップさせていくための

キャリアラダーの整備も合わせて重要である。 

政策的に始まった人材育成であるが，技術者自身はもちろん，教育研究機関も含めた，

全ての関係者が自分達の将来に関わる重要な課題と受け止め，長期的な視点でこれを発

展させていくことが必要である。 

 

■注 

(1) 林業改良普及員は，例えば森林計画制度が開始された頃から「森林経営計画の遂行者」と

して位置づけられるなど，行政事務のエージェント化が問題視されてきた（関岡，2008）。 

(2) 2015 年 11 月 10 日開催林政審議会資料 1-2「施業集約化の推進について」 

(3) 林野庁による育成研修が開始された 2 年度目にあたる 2013 年 1-2 月に，研修に参加した都

道府県職員に対する活動実態についての調査が行われている（大石ら，2014）。 

(4) 2014 年度に北海道大学大学院農学研究院が実施した「平成 26 年度文部科学省『成長分野



- 111 - 

等における中核的専門人材養成等の戦略的推進』事業 北海道に即した中核的林業技術者

養成プログラムの開発事業」では，同様の問題意識から，指導林家（森林所有者代表）や，

市町村職員，木材加工事業者にアンケートを行い，森林総合監理士やプランナーに対する

評価や今後の期待などを把握している。 

(5) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/gaiyou/1356314.htm（2015 年 11 月 21 日

取得） 

(6) 林野庁より「フォレスターの職務分析」が公表されているが，プランナーについては公表

されていない（http://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sidou/saisei/7jinzai.html：2015 年 11 月 21 日取

得）。 
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