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魅力のある林業の職場づくりをめざして
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平成28年２月

公益社団法人 茨城県林業協会
（茨城県林業労働力確保支援センター）



　「茨城県林業労働力確保支援センター」では、林業就業支援地域アドバイザー男１名、そして、近年、

女性の林業に対する関心の高まりから、女性のアドバイザー補助員１名の計２名を配置し、求職者

からの就業相談等に対して、林業労働の現状、林業作業に必要な知識、各種研修制度の内容等につ

いての情報提供をはじめ、林業就業支援講習修了者の就業支援等を行っています。就業相談につい

ては、電話、メール、来所による相談に対応していますが、近年、３０代半ばの転職希望者や中・

高齢者で退職後に就業を希望する県外在住者からの相談が多くなっています。

　また、森林組合をはじめとする林業事業体の雇用管理の改善に関する取り組みを促進するため、

雇用改善セミナーの開催をはじめ、雇用契約の明確化、社会保険制度や退職金制度への加入促進、

労働災害の防止、林業事業体の雇用改善計画作成指導等を行っています。

平成２７年４月〜１２月

項　　　　　　　　　目 ４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

１　林業求職者の相談対応の実施

　　来所による相談件数 １件 １件 １件 ３件

　　電話・メールによる相談件数 ４件 １件 ３件 ２件 ３件 ６件 ６件 ４件 ４件 33件

　　支援講習・就職ガイダンスの
　　相談件数 10件 10件

計 ４件 １件 ３件 ３件 ３件 ７件 ７件 14件 ４件 46件

２　雇用管理改善に係る相談・指導

　①雇用管理研修会

　　実施件数 １件 １件

　　参加事業体数 11者 11者

　②巡回相談及び雇用管理に関す
　　る相談対応

　　巡回相談等の実施件数 １件 １件 ６件 ３件 ６件 １件 ３件 ３件 24件

　　電話・メール等による相談件数 ７件 11件 ６件 ８件 ３件 ５件 ７件 ５件 ７件 59件

　③事業主に対して行った情報提
　　供件数 ２件 １件 １件 ４件

計 ８件 12件 14件 12件 ９件 ６件 ９件 ８件 10件 88件

合　　　計 12件 13件 17件 15件 12件 13件 17件 22件 14件 125件

林業就業相談及び林業事業体の指導

林業求職者の相談及び林業雇用改善相談・指導対応実施状況
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林業事業体の雇用改善に資するために、事業主や事務担当者を対象としたセミナーを開催しました。

１．開催日　平成２７年１０月２０日

２．場　所　茨城県植物園研修室

３．内　容　・「就業規則見直しのポイント」モデル就業規則

　　　　　　 ・はじめてのマイナンバーガイドライン

　　　　　　 ・専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案の概要

　　　　　　 ・労働基準法等の一部を改正する法律案の概要

４．講　師　社会保険労務士　荒川　仁志　氏

５．参加者　１２事業体等１３名

　林業就業支援講習の目的は、４５歳未満の林業への就業を希望する方（４５歳以上でも支援講習

の対象者となれる場合があります。）を対象に２０日間（実際は１７日間に短縮）の座学・実習を

行うとともに、個別の職業・生活相談を実施し、林業就業についての十分な情報・認識を得ていた

だくことにより、林業への円滑な就業を支援することにあります。また、今年度から転職希望者な

どが参加しやすいように新設された５日間コース（実際は４日間に短縮）、そして、林業関係の仕

事の全体像を理解していただくため日帰りで現場見学と就職相談を行う１日コースがあり、それぞ

れ年１回開催しました。

林業就業支援講習の開催 （年３回実施）

林業雇用管理改善セミナーの開催
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○内　容
　◇林業就業にかかる基本的な知識の講習等（林業と山村地域の現状等）
　◇林業労働安全衛生講習（安全作業と関係法令等）
　◇刈払い機・チェーンソーの作業講習（刈払機取扱作業者の安全衛生教育、伐木等の業務（チェー
　　ンソー）の特別教育の修了証の取得）
　◇林業作業の実地講習（刈り払い、伐木等の現場作業）
　◇小型車両系建設機械（３㌧未満）運転業務の講習
　◇林業・木材産業等の施設等見学
　◇職業・生活相談
○実施時期と受講者数
　平成27年10月21日から11月11日までの間で１７日間　受講者10名

○内　容
　◇林業の動向、労働災害の現状と対策
　◇屋外作業（那珂市田崎地内の除伐、枝打ち等）
　◇施設見学（常陸大宮市下檜沢地内の作業現場・木材流通センター見学）
　◇就職相談（場所：茨城県森林組合連合会入札室）
○実施時期と受講者数
　平成28年2月19〜20日、26〜27日の４日間　受講者12名

Ⅰ．２０日間コース（１７日間で実施）

Ⅱ．５日間コース（４日間で実施）
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　平成２７年度に「緑の雇用」現場技能者育成対策事業でフォレストワーカー１年目研修を修了し
た関澤大地さんとフォレストリーダー研修を修了した根崎光二さんの日頃の現場の声をご紹介しま
す。

株式会社いばらき森林サービス　関澤　大地

　私は、常陸太田市にある株式会社いばらき森林
サービスで「緑の雇用」１年目の研修生として林
業の現場作業に従事しながら研修を受講していま
す。一度は飛騨高山にある短大で自動車工学を学
び自動車メーカーに就職しましたが、幼い頃から
自然に接する機会が多く豊かな自然環境のもとで
育った影響から、林業の仕事に再就職したいと決
意しました。
　退職後、職業安定所で仕事を探しましたが自分
の条件と合う仕事は見つかりませんでした。そんな時に、東京で「森林の仕事ガイダンス」が開催

○内　容
　◇林業作業現場・施設見学　
　　美和木材協同組合作業現場
　　茨城県森林組合連合会　宮の郷木材流通センター
　◇就職ガイダンス　茨城県森林組合連合会「入札室」
○実施時期と参加者数
　平成２７年１１月２８日（土）　２０名参加

Ⅲ．１日間コース

林業担い手の現場の声

〜林業に従事して〜
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されると知り参加しました。ガイダンスで林業への疑問や不安に思っているところを相談でき、今
の会社を知るきっかけとなりました。
　入社してからは、刈り払い機、チェーンソー等の基本的な機械の取扱を指導してもらいました。
両方とも刃物を使う機械なので誤って自分の足を切ってしまったり、相手に怪我をさせてしまった
労働災害発生の事例を聞いたりしました。林業には欠かせない機械なので安全に的確に使えるよう
努力していきたいと思います。
　これからは高性能林業機械の操作に必要な資格の取得など、覚えなければならない事もたくさん
ありますが一つずつ経験を積み重ね、先輩方からの教えを活かし、少しでも早く一人前と認めても
らうことを、今の私の目標として励み、これからも頑張っていきたいと思います。

佐藤造園土木株式会社　根崎　光二

　私は、林業作業に従事して６年目になりますが、
今回、緑の雇用事業のフォレストリーダー（ＦＬ）
研修を受講した理由は、後輩の育成と自分自身の
スキルアップのためですが、同じ経験年数、若し
くはそれ以上の人達と意見交換をしたかったこと
もあります。
　研修場所の静岡県では、沢山の仲間ができまし
た。皆さんとの意見交換では、それぞれの事業体
での人材の育て方、作業の流れや工夫、地域特有
の土質等を学ぶことが出来ました。安全の考え方でも、言いづらい内容も沢山意見を出し合い、そ
れぞれが知らない潜む危険を知りました。作業をしながら声を出していく大切さも改めて感じまし
た。
　この研修には、現場のコスト管理、低コスト作業システムの考え方と工程管理等があり、初めて
知ったものばかりでした。私が特に興味を持ったのは、人的管理です。相手に理解してもらう手法
や自分の考え方をまとめる手段を学びました。自分が研修などで知り得た技術、知識と経験談等を

いかに相手に分かりやすく教えられるかを考えていたからで
す。日々の訓練となりますが、要点をつかんで要領よく話す
事、言葉を選んで聞く人の立場に立って話す事を実践してい
きます。
　ＦＬ研修は、今の自分に足りない力を補えるものでした。
今後は、研修の成果を人材育成の場面では勿論、安全面や低
コスト作業システムの取り組みに活かしてまいります。

〜人材育成と自分のスキルアップ〜
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　林業への就業希望者を対象とした「森林（もり）の仕事ガイダンス２０１６」が、全国森
林組合連合会主催により開催されました。
　当県の労働力確保支援センターは、平成２８年１月３０日（土）に東京都千代田区丸の内
の「東京国際フォーラム」の会場に、支援センター職員３名が相談員として参加しました。
当日は、３１都道府県のブースが設けられ来場者の総数は、１，０１１名でした。
　本県のブースには、２２名から相談がありましたが全て男性でした。相談者の年齢構成は、
１０代１名、２０代８名、３０代６名、４０代５名、５０代２名となっており、平均年齢は
３４歳でした。現在の職業については、会社員が１０名で一番多く、次に学生が５名、契約・
派遣職員と離職中がそれぞれ２名、その他２名となっています。
　都県別に見ると、東京都在住者が６名と一番多く、次に神奈川県、茨城県、埼玉県、栃木
県、千葉県、福島県、静岡県、大阪府の順でした。主な相談内容は、職場の環境、仕事の内
容、給与、就職先の選び方、４０代以上の方は、年齢的なことなどでしたが皆さん真剣に相
談されていたのが印象的でした。

「森林の仕事ガイダンス」に参加
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平成２８年２月１日現在
事　業　体　名 郵便番号 住　　　所 電  話  番  号

株式会社いばらき森林サービス 313-0211 常陸太田市東染町470 0294-70-5111
有限会社二方林業 319-3701 久慈郡大子町北吉沢1320 0295-77-0434
常陸太田市森林組合 311-0504 常陸太田市小中町82-1 0294-82-2131
大子町森林組合 319-3556 久慈郡大子町川山897 0295-72-0647
美和木材協同組合 319-2603 常陸大宮市鷲子46-1 0295-58-2899
常陸大宮市森林組合 319-2603 常陸大宮市鷲子58-1 0295-58-2004
茨城県森林組合連合会 319-2205 常陸大宮市宮の郷2153-23 0294-70-3620
有限会社鈴木木材 319-3704 久慈郡大子町上野宮1911 0295-77-0554
北茨城市森林組合 319-1538 北茨城市華川町小豆畑1087-2 0293-42-1329
有限会社佐川運送 318-0103 高萩市大能367-1 0293-28-0009
平林林業株式会社 319-3704 久慈郡大子町上野宮2537 0295-77-0118
高萩市森林組合 318-0003 高萩市下手綱南沢1952-17 0293-22-4866
株式会社ヨシナリ林業 319-3361 久慈郡大子町頃藤3539-7 0295-74-0058
つくばね森林組合 315-0116 石岡市柿岡1764-2 0299-44-0167
笠間西茨城森林組合 309-1614 笠間市寺崎271-1 0296-72-2510
大北産業株式会社 319-1557 北茨城市中郷町松井1888 0293-42-0714
株式会社堀江林業 313-0352 常陸太田市下高倉町2075 0294-87-0258
有限会社タカノ 319-3366 久慈郡大子町大沢686 0295-74-0016
有限会社吉成木材 319-3534 久慈郡大子町相川306 0295-72-8725
株式会社本多林業 319-3704 久慈郡大子町上野宮3328 0295-77-0807
有限会社星造園土木 319-3701 久慈郡大子町北吉沢788 0295-77-0444
有限会社下村林業 319-1559 北茨城市中郷町上桜井957-1 0293-42-1160
FIT JAPAN合同会社 319-3535 久慈郡大子町上金沢2229 0295-72-8681
岩倉緑化産業株式会社 309-1634 笠間市福原800-3 0296-74-4468
株式会社龍崎工務店 319-2601 常陸大宮市高部3978 0295-58-2311
茨城県北部林業協同組合 318-0103 高萩市大能577-1 0293-28-0007
佐藤造園土木株式会社 315-0165 石岡市小倉41-1 0299-44-8116
有限会社石田木材 315-0111 石岡市瓦谷3319 0299-56-6992
株式会社須藤建設 311-0505 常陸太田市大中町428 0294-82-2210
株式会社森林管理茨城支店 315-0101 石岡市大増408 0299-51-3300

公益社団法人
茨城県林業協会

茨 城 県 内 の 認 定 事 業 体 一 覧 表
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