
 

 

 

オーストリア・ケルンテン州 

オシアッハ森林研修所 

 

「日本人森林技術関係者向け特別講座」 第2シリーズ 

2019年10月13日（日） - 19日（土） 

 

プログラム 及び 講義内容  

（2019年4月25日現在） 

 

10月13日（日） 

17:00 頃 
ケルンテン州 フィラッハ（Villach）中央駅で集合、 

マイクロバスにてオシアッハ森林研修所へ移動 

18:00 頃 

オシアッハ森林研修所 到着 

滞在及び講座に関する オリエンテーション 

夕食 （食堂） 

 

10月14日（月）  講座1日目  ｢森林での収益向上｣ 

7:00 朝食 （食堂） 

08:30 
日本人森林技術関係者向け特別講座 開講式 

挨拶  オシアッハ森林研修所所長 ヨハン・ツェシャー 

08:45 – 12:00 

クラスルーム 

授業開始 本日のコース案内 （日/独） 

08:45 

講義内容 

 

 高い収益性の条件 

 森林開発プランの作成 

10:00 休憩：コーヒー、ジュース等 

11:30 質疑応答 

12:00 昼食 （食堂） 

13:00 – 18:00 

13:00 

屋外講義 

講義内容 

 

 森つくりの戦略：安定、品質、機能実行、ポテンシャル 

 研修林で間伐デモンストレーション、ディスカッション 

 森林密度、構成、野生動物問題、森林保護 

 高収益の現代的な森林保護 

17:00 質疑応答 

18：30 夕食 （食堂） 
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10 月 15 日（火）  講座 2 日目  「森林インフラ」｢鹿・猪の対策とハンティングでの収益化｣ 

7:00 朝食 （食堂） 

08:15 – 12:00 

 

授業開始：朝礼 本日のコース案内 （日/独） 

08:15 
講義内容 

 森林路網整備（林道、貯木場、他林業施設など） 

10:30 
屋外講義 

 森林開発実地：初期及び仕上げ 

12:00 昼食 （食堂） 

13:00 – 17:30 

13:00 

講義内容 

 鹿・猪の対策 

 プロのハンティングと遊猟の比較 

 認可、狩猟試験 

15:00 休憩 

16:30 質疑応答 

18:00 夕食 （食堂） 

 

10 月 16 日（水）  講座 3 日目  「専用機械導入」、｢労働安全・事故防止｣ 

7:00 朝食 （食堂） 

08:30 授業開始：朝礼 本日のコース案内 （日/独） 

08:45 – 12:00 

08:45 

 良いプランニングによる収穫コスト削減 

 高性能林業機械の利用 

 収穫コスト計算 

11:30 質疑応答 

12:00 昼食 （食堂） 

13:00 – 17:30 

13:00 

 2019年長野野尻地域での実験に向けて（長野プロジェク

ト企画者カール・シュタンファー、ウィーン BOKU大学

林道建設専門教授） 

 作業前のプランニング 

 作業時の安全：事故防止のための作業手順 

16:30 質疑応答 

19:00 
ディナーレセプション （会議ホール） 

挨拶 オーストリア農林環境水資源管理省、他 
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10月17日（木）  講座4日目  ｢スマート林業のデジタルソリューション｣ 

7:00 朝食 （食堂） 

08:00 授業開始 本日のコース案内 （日/独） 

08:15 – 12:00 

08:15 

講義内容 

 資源管理、総合的なデジタル化 

 プロセスのコントロール：木材収穫と物流プランニン

グ、丸太を実測、データ分析 

11:30 質疑応答 

12:00 昼食 （食堂） 

13:00 – 17:30 13:00 

講義内容 

 デジタルでの発注と確認による木材収穫 

 写真計測システム 

15:30 – 18:30 

研修林 

15:30 
 デジタルでの輸送管理 

 輸送実施（実地検証） 

17:30 質疑応答 

18：00 夕食 （食堂） 

 

10 月 18 日（金）  講座 5 日目｢スマート林業から市場へ｣ 

06:30 朝食 （食堂） 

08:00 – 12:00 

屋外講義 

マイクロバスにて製材所へ  

08:30 

講義内容 

 製材所で電子計測 

 木材のデジタル受け取り 

11:30 質疑応答 

12:00 昼食 （食堂） 

14:00 – 18:30 

クラスルーム 

14:00 

講義内容 

 収穫管理・確認 

 ロジスティクス 

 計測の結果 

15:30 休憩 

16:00 
講義内容 

 エネルギー用木材受け取り結果 

 まとめ 

17:00 日本人森林技術関係者向け特別講座 修了式 

講座修了証 授与 

     オシアッハ森林研修所所長 ヨハン・ツェシャー 

18:00 修了レセプション （屋外） 野生動物の肉を使った伝統的な森林官料理の懇親会 
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10月19日（土） 

自由解散 希望者はフィラッハ（Villach）中央駅又は、クラーゲンフルト空港までお見送り 

* 上記プログラムは研修所内での調整の上、変更される可能性がございます。 予めご了承ください。 

 

費用： 1,640 EUR 分割払いは、出来かねますが、費用の内訳は、以下ご参照ください： 

講座受講費 1,340 EUR （教科書など）  

宿泊費 （6泊7日3 食付） 300 EUR （2人部屋を利用）  

 10月13日（日）夕食 並び10月19日（土）朝食は コースに含んでおります。  

 
 
 
 
 

注意事項 

 

宿泊は、基本的に 2人部屋となりますので、2名 1組でのお申し込みをお勧めします。1名での申し込み、

奇数名での申し込みの際は、後ほど調整させていただくことになると思いますので、ご了承ください。 

 

宿泊には研修所の施設をお使い頂きますが、ホテルではございませんので、各自アメニティ（タオル、石

鹸、歯ブラシなど）をご用意ください。また、研修序内に共同で使用できる洗濯機はございません。 

 

研修所内の各部屋ではインターネットをご自由にお使い頂けます。 

 

講座料金は現地にてオシアッハ森林研修所にお支払い下さい。 

現金（ユーロ）またはクレジットカード（VISA、MASTER）のみでのお支払いとなります。 

 

当講座には 5日間通してドイツ語、英語、日本語のできる通訳が同行します。 

 

不測の事態により、全ての講座に出席できない場合もあるかもしれません。全講義の 80%以上を受講でき

なかった場合には修了証は授与されません。 

 

教室での講義と併せ、山林での授業もございます。林業機械の実演実習はありませんので、特別な装備は

必要ありませんが、山野での作業に適した服装をご用意ください。 

 

以上 

 
 
 
 

オシアッハ森林研修所連絡先 

 
Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach 
Ossiach 21, A-9570 Ossiach 
Tel.: +43-(0)4243-2245-0 
Fax: +43-(0)4243-2245-55 
E-mail: fastossiach@bfw.gv.at 
http://www.fastossiach.at 
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