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魅力のある林業の職場づくりをめざして

第 号32

平成31年２月

（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



　「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、電話をはじめ、メールや来所しての相談を行っていますが、相談件数
は、月平均６件程度となっており、近年では、県南地区や県外在住者及び50～60歳代で比較的
高齢の退職間近な方からの相談が多くなってきています。
　また、森林組合や林業会社などの林業事業体の雇用管理改善に関する取り組みを促進するた
め、雇用管理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、認定事業体になるための雇用改善計画書の作成指導等を行って
います。

平成30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 １件 １件 ６件

　　電話・メールによる相談件数 ３件 ３件 ２件 ４件 ６件 ３件 ４件 ６件 ３件 34件

　　�支援講習・就職ガイダンスの
相談件数 17件 12件 13件

計 ４件 ３件 ２件 ５件 23件 ５件 ５件 ６件 16件 53件

２　雇用管理改善に係る相談・指導

　①雇用管理研修会

　　実施回数 １回 １回

　　参加事業体数 21社 21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 ３件 １件 ２件 １件 １件 ３件 14件

　　電話・メール等による相談件数 ４件 ５件 ４件 ４件 ３件 ２件 １件 １件 34件

計 ５件 ７件 ７件 ５件 ５件 ３件 ２件 ４件 48件

合　　　計 ９件 10件 ９件 10件 28件 ８件 ５件 ８件 20件 101件

※雇用管理研修会の他は、件数

林業求職者の相談及び林業雇用改善相談・指導実施状況

林業就業相談・事業体雇用管理改善指導
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　林業事業体の雇用管理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。

（参考：セミナー資料目次）
　　第Ⅰ章　　林業人（募集　若年者、女性、高齢者、外国人）
　　第Ⅱ章　　働く時間のこと（働き方改革　労働時間、休日等）
　　第Ⅲ章　　お金のこと（賃金　社会保険　労働保険）
　　第Ⅳ章　　林業の生活（生活設計　退職　退職後）
　募集から採用まで、特に若年者、女性、高齢者、外国人など、それぞれが求めているものを知り、特有の
条件や生き方のサポートまでを考えて対応しなければならないこと。働き方改革によって労働基準法の改正
があり、労働時間、年次有給休暇、就業規則、解雇、賃金、割増賃金、社会保険・労働保険などについて理
解し、林業で生活していくための生活設計までを示してあげることが大切である。
　～明確な人生目標を持って生きることが人を健康にする～

茨城労働局主催会議等との連携
　　平成30年度に行われた、労働局主催の会議に出席し、労働局、県、関係団体と情報交換を行いました。

平成３０年７月２５日（水）
茨城労働局　２階会議室
（１）�最近の雇用情勢及び農林漁業関係の労働市

場の動向について
（２）各機関の取組状況について
　 ①農林漁業の動向、農林漁業の対策について
　 ②�労確法第４条に規定する茨城県知事が定め

る「林業労働力の確保の促進に関する基本

計画」の進捗状況について
　 ③�農林漁業の事業主及び労働者に対する支

援策等について
　 ④林業雇用改善等の推進について
　 ⑤�農林漁業職場定着支援事業（農業雇用改

善推進事業）について
　 ⑥農林漁業における安全対策等について

平成30年度茨城県農林漁業就業等対策・連絡協議会及び平成30年度茨城県林業雇用改善等推進会議
日　時
場　所
議　題

雇用管理改善セミナーの開催

21事業体　26名4.　参加者

平成30年９月７日（金）1.　開催日

那珂市総合センターらぽーる2.　場　所

講師：松井産業労働コンサルタント事務所
　　　労働安全衛生アドバイザー
　　　　　松井　玄考 氏

「若い世代を魅了する林業の安心安全な職場とは」3.　内　容
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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）の期間の中で、座学と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回実施しました。

林業就業支援講習の開催 （年３回実施）

20日間コース（14日間で実施）Ⅰ
●内　容

●実施時期と受講者数

❖林業就業に係る基本的な知識の講習(林業と山村地域の現状等）
❖林業労働安全衛生講習（労働災害の現状と対策等、健康管理、普通救命講習）
❖刈払い機・チェーンソーの資格講習（刈払機取扱作業者の安全衛生教育、伐木等の業務
に係る特別教育）

❖林業作業の実地講習（刈り払い、伐木等の現場作業）
❖小型車輌系建設機械（３㌧未満）運転業務の講習
❖林業関係施設等見学
❖職業・生活相談

平成31年１月28日（月）から２月15日（金）までの間で14日間　受講者数：13名

間伐作業現場見学

チェーンソー作業実地講習

刈払機安全衛生教育

受講生集合写真

木材加工施設見学

伐倒後の伐根確認

刈り払い機作業実地実習

林業の基礎知識

就業・生活相談

小型車輌系特別教育

チェーンソー特別教育

普通救命講習
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●内　容

●内　容

●実施時期と受講者数

●実施時期と受講者数

❖林業の基礎知識と安全衛生講習
❖林業作業体験（枝打ち、除伐）
❖林業関係施設等見学
❖就業・生活相談

❖林業の現状、作業現場見学
❖就業・生活相談

平成30年11月30日（金）～12月１日（土）、12月７日（金）～８日（土）　受講者数：６名

平成30年８月11日（土、山の日）
受講者数：８名

除伐体験

林業の基礎知識

作業現場見学

労働安全衛生講習

就業・生活相談

枝打ち体験

作業現場見学 就業・生活相談

林業の現状説明

５日間コース（４日間で実施）Ⅱ

１日コースⅢ
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　　全国森林組合連合会主催の平成30年度「森
も り

林の仕事ガイダンス」は、東京、大阪の全国２会場で開催さ
れました。東京会場には、全国から38都道府県が出展されましたが、当センターでは、平成31年１月26日（土）
に開催された、東京会場（千代田区丸の内の「東京国際フォーラム」）に、相談員として職員４名が参加し
ました。
　当日会場には、1,057名が来場者されましたが、本県の相談ブースには、26名の方が相談に来られました。
　また、フォレストワーカー交流ブースにおいて来場者への相談に対応するため、本県からは、「緑の雇用」
研修を修了し、現場で活躍している、つくばね森林組合の本田雅俊さんと笠間西茨城森林組合の関敦司さん
に出席していただき、体験談などを含めて丁寧に相談に対応して頂きました。

⃝男女別（男性24名、女性２名）
⃝年齢構成（20代：11名、30代：６名、40代：２名、50代：３名、60代：４名）
⃝現在の職業（会社員：11名、学生：５名、パート・アルバイト：４名、離職中：２名、自営：２名
　　　　　　　契約・派遣社員：１名、その他：１名）
⃝現住所（東京都：８名、茨城県：６名、神奈川県：４名、埼玉県：３名、千葉県：２名、
　　　　　北海道：１名、静岡県：１名、不明：１名）
⃝林業就業に対する考え
　ア、情報収集して考えたい：11名
　イ、職業のひとつとして林業を考えている：９名
　ウ、近い将来林業に就業したい：４名
　エ、すぐにでも林業に就業したい：１名
　オ、その他：１名

　主な相談内容は、仕事の内容、収入、休暇、求人情報、就業までの流れ、移住して仕事をしたいなどでした。

相談者のプロフィール

本県相談ブース フォレストワーカー交流ブース

オリエンテーションコーナー フォレストワーカートークショー

「森林の仕事ガイダンス」に参加
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　私が林業の仕事に就くきっかけとなったのは、家
が林業の会社で、その中に女性従業員として働いて
いる方がおり、その方の仕事をしている姿を見て、
「格好いい」と思ったことと林業機械を操作してみ
たいと思ったことでした。はじめの頃は、林業の仕
事というのは、チェーンソーで木を伐っているだけ
のイメージでしたが、いざ仕事を始めて見ると、地
拵えや植え付け、下刈り作業などがあり、私の知ら
ないことが沢山ありました。そんな時、「緑の雇用」
という研修制度があることを知り受講することにな
りました。研修に参加してみると研修生の中には女
性が私一人しかおりませんでした。最初は、男性し
かいない所でやっていけるのか不安でしたが、他の
事業体の方々が解らないところをサポートして下さ
り、今では不安なく研修に臨むことができています。

そして林業のこ
とを基礎から学
べ、講師の方々
や研修生に色々
な知識や技術を
教えてもらうことができ、さらに各種の資格を取得
することができました。普段の仕事では、研修で得
られたことを含め、職場の先輩方のアドバイスを活
かし、作業を行っていますが、一日でも早く技術を
身につけ、安全確認をしっかり行い効率よく仕事が
できるようになりたいと思っています。その為にも、
現在参加している３年目の研修ではより多くのこと
を学び、身につけられる技術は身につけ、できるだ
け周りに迷惑をかけないように頑張っていきたいと
思います。

　　私が林業に携わるようになってから、今年で
１４年目となりました。現在は､ 副班長という立場
で、現場全体の段取りをしながら、ハーベスタ造材
をメインに作業をしています。その中で、この度、
自分のスキルアップのため、東京と埼玉の２回に分
けてフォレストマネージャー研修を受講してきまし
た。研修では､ 事業のコスト構造、コスト管理、コ
スト分析等について学ぶことができ、管理者側の考
え方を理解することができました。　また、研修中
は各地の事業体の方々と交流することができました。
自分の勤める会社以外の現場の話を聞くことで、現
状の良い点や改善点を再発見し、今後の仕事に活か
せる有意義な研修となりました。今回の研修を通し
て、ポイントは２つありました。
　１つ目は、数字を把握して現場管理をすることの

重要性です。日
報を管理しなが
ら分析すること
で、ボトルネッ
クを解消するこ
とができ、生産
性の向上とコスト縮減に繋がることがわかりました。
　２つ目は、他の事業体の人達との交流による情報
交換です。自社以外の現場のやり方、考え方を見た
り聞いたり情報交換することで、得るものは沢山あ
ると実感しました。今後は、この研修で､ 学んだこ
とや感じたことを活かし、生産性向上に向けた組織
内の連携づくりと他の事業体との交流を深めながら
安全管理、現場管理、人材育成をしていきたいと思
います。

　平成30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３年目研修を修了した二方美紗稀さん
と、フォレストマネージャー研修を受講された藤田敏明さ
んの日頃の現場の声を紹介します。

林業担い手の
現場の声

～フォレストマネージャーとして～

～やりがいのある仕事～

株式会社ヨシナリ林業　　藤田　敏明

二方林業有限会社　　二方　美紗稀
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平成31年１月31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
二方林業有限会社 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3498-1 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 0294-59-3065
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
株式会社龍﨑工務店 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
株式会社ヤブキ林業 常陸太田市天下野町1225 0294-87-0816

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

公益社団法人
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発行：編集（問合せ先）
〒310－0011
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（林業会館内）

茨城県林業労働力確保支援センター
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（公社）茨城県林業協会


