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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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（茨城県林業労働力確保支援センター）
公益社団法人 茨城県林業協会

平成29年２月



　「茨城県林業労働力確保支援センター」では、日頃から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と技術、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、来所による相談が可能ですが、月平均４～５件となっており、近年、比較
的高齢の転職希望者で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。

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
平成28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 2件 4件

電話・メールによる相
談件数 3件 1件 2件 2件 4件 2件 4件 9件 5件 32件

計 3件 1件 3件 3件 4件 4件 4件 9件 5件 36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 15社 15社

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 2件 5件 1件 4件 1件 4件 18件

電話・メール等による
相談件数 10件 10件 3件 6件 5件 4件 7件 2件 47件

③　事業主に対して行っ
た情報提供件数 1件 1件 2件

計 11件 12件 9件 7件 5件 8件 7件 3件 5件 67件

3　林業就業支援講習の
調整・準備等 1日 2日 2日 3日 1日 6日 15日

林業就業相談・事業体雇用改善指導
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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。

平成28年８月26日
那珂市総合センターらぽーる
「林業の安全管理」

水戸労働基準監督署　安全衛生課長　杉山　　満 氏
「安全は経営トップの決意から」

労働安全コンサルタント　　　　　　梨田　勝寿 氏

講師

講師

　はじめに、杉山安全衛生課長から、林業作業における死亡災害の事例について説明がありましたが、相変
わらず伐倒作業中の災害が多くなっており、近年は、車両系の林業機械による災害も増えてきていること、
県内の全業種でみると、作業床での滑り、作業場所の床面の凹凸、障害物へのつまづきなど、転倒による災
害や交通労働災害での死亡事故が多く発生していることなどの説明がありました。
　労働安全コンサルタントの梨田氏からは、事業者は、災害を発生させないために、以下の５つの安全管理
をしなければならないことを強く叫ばれました。
①安全衛生管理体制の確立
　事業所の規模が、50～99人では、安全管理者、衛
生管理者、及び産業医の選任・配置と安全衛生委員
会の設置を、10～49人規模では、安全衛生推進者を
選任・配置するとともに安全懇談会の設置を、１～
９人規模では、安全懇談会を設けなければならない。

②安全衛生教育の実施
　安全な行動には、知識・技能・態度の教育が必要
であり、雇入れ時等の教育、作業内容の変更時の教
育、特別教育等を行う。

③安全な林業機械の配置
　車両系木材伐出機械（伐木等機械、走行集材機械、
及び架線集材機械）機械集材装置、簡易架線集材装
置、及び小型可搬式機械（チェーンソー及び刈払機
等）のすべてについて、適切な維持管理を行うとと
もに、従業員に安全に使用させなければならない。

④作業現場管理の徹底
　墜落や飛来崩壊による危険を防止するための設備、
また緊急連絡体制や個人用保護具等を整備して維持
管理する。

⑤リスクアセスメントの実施
　予定する作業等について、事前にリスクアセスメ
ントを実施するとともに、その結果に基づく措置と
して、安全防護方策や作業手順の整備を行い、リス
クの低減を図る。

林業雇用管理改善セミナーの開催

❶開催日

❷場　所

❸内　容

❹参加者 16事業体等　22名

杉山安全衛生課長

梨田労働安全コンサルタント
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　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14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、転職希望者などが参加しやすいような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に、現場見学と就業相談を日帰りで行う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）

Ⅰ 20日間コース（14日間で実施）
●内　容

●実施時期と受講者数

労働安全衛生講習

❖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
❖就業・生活相談

平成28年11月16日から12月15日までの間で14日間　受講者７名

施設見学（宮の郷木材流通センター） 施設見学（プレカット工場）

実地講習（伐木作業）
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Ⅲ

Ⅱ

１日コース

５日間コース（４日間で実施）

●内　容

●内　容

●実施時期と受講者数

●実施時期と受講者数

作業現場見学（高性能林業機械）作業体験（除伐作業）

❖林業作業現場及び施設見学
　◦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」

❖林業の知識と労働安全衛生
❖林業作業体験（除伐、枝打ち等）２日間
❖林業作業現場及び施設見学

平成28年10月22日㈯　参加者13名

平成29年２月17㈮～18日㈯、24日㈮～25日㈯の４日間　受講者14名

作業現場見学 就業・生活相談
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　平成28年度に「緑の雇用」現場技能者育成推進事業で
フォレストワーカー２年目研修を修了した堀籠隼人さんと
坂本健太さんの日頃の現場の声をご紹介します。

　私は、元々総合設備業をしていました。上下水道
の配管工です。
　林業に転職したキッカケは、私の兄が林業の仕事
をしていたからです。そして二年前に誘われて、㈲
佐川運送に入社しました。
　初めての職種なこともあり、期待と不安でいっぱ
いでした。これからどのようなスキルアップができ
るのか、自分の知識がこの業界にどこまで通用する
のか、毎日が発見と勉強だと思いました。
　林業での楽しみの一つは、まず自然とふれあいな
がら仕事ができる事だと思います。林業は、とても
ツライ内容だと思っていましたが、仕事をしてみて
色々な職種があるのだなと体感しました。チェーン
ソーによる伐倒や刈払機による草刈りは、確かに体
力のいる作業ですが、今は高性能林業機械が有り、
大変な伐倒作業も苦痛に思わなくなりました。私は

今、高性能林業機
械のハーベスタで
玉切りした丸太を、
大型トラックが入
れる土場まで、フォワーダに積み込んで運搬してい
ます。
　今一番してみたい仕事は、作業道の作設です。先
輩が道造りをしているのをみて、やりがいのある作業
だと思いました。これらの仕事をするために、もっと
技術や知識を得て、必要なスキルを高るため、現在
受講中であるフォレストワーカー二年目研修に引き続
き、来年度は三年目研修を受講して、林業作業士の
資格を取得し森林・林業に貢献したいと考えています。
　将来的には、家を建てようと考えているので、そ
の時は、自分の作業現場から出た材を使用して建築
するのが大きな夢です。

　私は、昨年四月に現在の職場であるヨシナリ林業
に入社しました。前職は、林業とは無関係の職種
だったため、林業は全くの未経験でした。体を動か
すことが好きで、山間地で生まれ育ったということ
もあり、山で働くことに抵抗はありませんでしたが、
林業という仕事は大変だと聞いていたので、自分に
勤まるのかと初めは不安でした。私の中での林業の
イメージは、チェーンソーで木を伐り、ほとんどの
作業が人力で行われていると思っていました。しか
しながら、いざ現場を見てみると、チェーンソーに
よる伐倒作業以外、ほとんどが機械作業で行われて
いて、私が思い描いていた林業とは全く違い大変驚
きました。高性能林業機械を使って作業する現場は、
大変迫力があり、初めて見たハーベスタによる造材
作業に圧倒されたのを今でも覚えています。

　入社して一年が
経ちました。現在
は、造材した材
を、フォワーダで
運搬し、土場で仕分けする作業を主に担当していま
す。日々、先輩方からの指導やアドバイスをもらい、
現場作業を学びながら作業に当たっています。また、
緑の雇用研修では、素材生産以外にも造林作業など
他にも大切な作業があることも学びました。
　林業という仕事は、大変な仕事ではありますが、
自分を成長させてくれるとてもやりがいのある仕事
です。自分たちが伐った木で、住宅ができるという
ことを、大変誇りに思います。今後は、多くの経験
を積んで、山の職人と言われる存在になりたいと
思っています。

林業担い手の
現場の声

やりがいのある林業という仕事

林業に転職しての楽しみ

株式会社ヨシナリ林業　　坂本　健太

有限会社佐川運送　　　　堀籠　隼人
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　全国森林組合連合会主催の、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2017」が、
東京、大阪、名古屋の全国３会場で開催されました。
　２月４日（土）に開催した東京会場（千代田区丸の内の「東京国際フォーラム」）には、本県をはじめ北は北
海道から南は鹿児島県までの35都道府県が出展し、来場者総数は、1,108名と多くの方々が相談に来られました。
　本県の相談ブースでは、当センターの３名の職員により35名の相談者に対応しました。
　相談者の内訳は、男性が32名で女性が３名でした。年齢構成を見てみますと、10代３名、20代12名、30代
９名、40代６名、50代４名、60代１名となっており、10代から30代までの割合が約７割を占めており、平均
年齢は34歳でした。現在の職業については、学生と会社員が同数で12名で、パート・アルバイトが４名など
となっており、離職中は、３名でした。
　都県別に見ると、東京都内在住者が11名と一番多く、次に千葉県が９名、神奈川県が６名、茨城県は５名
でした。その他、栃木県、埼玉県、長野県でした。
　主な相談内容は、仕事の内容、必要な資格、給与、休日、社会保障制度などでしたが、40代以上の方は、
年齢的に雇い入れてもらえるか、などでした。
　林業就業に対する考え方としては、すぐにでも林業に就業したいという人が６名おりましたが、一番多かっ
たのは、職業の一つとして林業を考えている人で、18名おり、情報収集して考えたいという人が10名でした。

オリエンテーション 緑の雇用研修生トークショー

「森林の仕事ガイダンス2017」に参加

緑の研修生交流ブース 就業相談
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平成29年２月１日現在
事　業　体　名 住　　　　　所 電　話　番　号

株式会社いばらき森林サービス 常陸太田市東染町470 0294-70-5111

有限会社二方林業 久慈郡大子町北吉沢1320 0295-77-0434

常陸太田市森林組合 常陸太田市小中町82-1 0294-82-2131

大子町森林組合 久慈郡大子町川山897 0295-72-0647

美和木材協同組合 常陸大宮市鷲子46-1 0295-58-2899

常陸大宮市森林組合 常陸大宮市鷲子58-1 0295-58-2004

茨城県森林組合連合会 常陸大宮市宮の郷2153-23 0294-70-3620

有限会社鈴木木材 久慈郡大子町上野宮1911 0295-77-0554

北茨城市森林組合 北茨城市華川町小豆畑1087-2 0293-42-1329

有限会社佐川運送 高萩市大能367-1 0293-28-0009

平林林業株式会社 久慈郡大子町上野宮2537 0295-77-0118

高萩市森林組合 高萩市下手綱南沢1952-17 0293-22-4866

株式会社ヨシナリ林業 久慈郡大子町頃藤3539-7 0295-74-0058

つくばね森林組合 石岡市柿岡1764-2 0299-44-0167

笠間西茨城森林組合 笠間市寺崎271-1 0296-72-2510

大北産業株式会社 北茨城市中郷町松井1888 0293-42-0714

株式会社堀江林業 常陸太田市下高倉町2075 0294-87-0258

有限会社タカノ 久慈郡大子町大沢686 0295-74-0016

有限会社吉成木材 久慈郡大子町相川306 0295-72-8725

株式会社本多林業 久慈郡大子町上野宮3328 0295-77-0807

有限会社星造園土木 久慈郡大子町北吉沢788 0295-77-0444

有限会社下村林業 北茨城市中郷町上桜井957-1 0293-42-1160

FITJAPAN合同会社 久慈郡大子町上金沢2229 0295-72-8681

岩倉緑化産業株式会社 笠間市福原800-3 0296-74-4468

株式会社龍崎工務店 常陸大宮市高部3978 0295-58-2311

茨城県北部林業協同組合 高萩市大能577-1 0293-28-0007

佐藤造園土木株式会社 石岡市小倉41-1 0299-44-8116

有限会社石田木材 石岡市瓦谷3319 0299-56-6922

株式会社須藤建設 常陸太田市大中町428 0294-82-2210

株式会社森林管理茨城支店 石岡市大増408 0299-51-3300

茨城県内の認定事業体一覧表

●案内図
•JR水戸駅から徒歩５分
•常磐自動車道水戸インターから車で30分
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