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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



　「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５～６件程度となっており、近年では、県南部地域や県外地域、また、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31年４月～令和元年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

　　来所による相談人数 １人 ２人 1人 ４人

　　電話・メールによる相談人数 １人 ５人 １人 ２人 ２人 ７人 ８人 ８人 34人

　　�支援講習・就職ガイダンスの
　　相談人数 ６人 ６人 12人

計 １人 ６人 ３人 ２人 ８人 １人 ７人 14人 ８人 50人

２　事業主等に対する雇用管理改善
　　に係る相談・指導等

　①雇用管理研修会

　　実施件数 １件 １件

　　参加事業体数 14社 14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 ２件 ３件 １件 ２件 １件 ２件 11件

　　電話・メール等による相談件数 ２件 ２件 ２件 １件 ３件 １件 １件 １件 13件

計 ４件 ２件 ３件 ３件 １件 ５件 ２件 １件 ３件 24件

合　　　計 ５件 ８件 ６件 ５件 ９件 ６件 ９件 15件 11件 74件

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。

　　　⃝林業の労働災害発生状況
　　　⃝災害事例
　　　⃝指差呼称運動

　　　⃝熱中症の予防
　　　⃝法改正

茨城労働局主催会議等との連携
　令和元年度に行われた、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。

令和元年７月26日（金）
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

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

　　　⃝「働き方改革」をめぐる主な課題
　　　　　林業の主な課題
　　　　　　労働力の確保…他産業との人材確保競争が激化
　　　　　　労働生産性の向上…事業の利益と作業員の雇用改善に繋がる
　　　⃝「働き方改革関連法」の説明と対応
　　　　　長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
　　　　　雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
　　　⃝基本的な安全衛生活動を徹底する
　　　　　「林業・木材製造業労働災害防止規程」の遵守
　　　　　リスクアセスメントの普及と実施の推進
　　　　　安全衛生教育の確実な実施
　　　　　熱中症予防対策の徹底
　　　　　行政機関と連携した対策の取組

林業雇用管理改善セミナーの開催

14事業体　16名4.　参加者

令和元年９月18日(水）1.　開催日

那珂市戸「茨城県植物園研修室」2.　場　所

講師：茨城労働局健康安全課安全専門官　　立原　昇 氏

講師：茨城県働き方改革推進支援センター
　　　　センター長　野口　清 氏

（１）林業労働災害の防止について

（２）林業における働き方改革について

3.　内　容
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　林業就業支援講習の目的は、林業への就業を希望する方を対象に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関する十分な情報・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

令和２年１月27日（月）から２月13日（木）までの間で14日間　受講者数：９名

木材加工施設見学

チェーンソー造材講習

地拵え実地講習

林業の基礎知識

就業・生活相談

小型車輌系特別教育

刈り払い機作業実地実習

普通救命講習

修了証交付

間伐作業現場見学

チェーンソー伐倒講習

チェーンソー特別教育
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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

令和元年11月27日（水）～11月30日（土）　受講者数：６名

令和元年８月24日（土）
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31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。令和元年10月26日（土）に開催された東京会場には、全国から41都道府県が出展されましたが、当セ
ンターでは、相談員として４名が参加しました。
　当日の来場者総数は、976名でしたが本県の相談ブースには、16名の方が相談にこられました。
　今年度は、特に全国からの参加者を募集するポスターに常陸太田市森林組合のフォレストワーカーの写真
が採用されました。さらに、来場者への相談（林業の仕事に就くきっかけや日頃の仕事内容、山村での生活
などの説明など）に対応するため、全国森林組合連合会からの依頼を受けて、同組合の中野修業務課長さん
をはじめ、室井良介さん、箕輪茉莉さん、岡田瑞穂さんの４名の方々が出席し、それぞれの立場で丁寧に対
応して頂きました。

⃝男女別（男性15名、女性１名）
⃝年齢構成（10代：２名、20代：４名、30代：１名、40代：５名、50代：４名）
⃝現在の職業（会社員：７名、離職中：５名、学生：３名、公務員：１名）
⃝現住所（茨城県：４名、埼玉県：４名、東京都：３名、神奈川県：２名、千葉県：２名、群馬県：１名）
⃝林業就業に対する考え
　ア、情報収集して考えたい：９名
　イ、職業のひとつとして林業を考えている：３名
　ウ、近い将来林業に就業したい：２名
　エ、すぐにでも林業に就業したい：２名

　主な相談内容は、収入、就業までの流れ、キャリア形成、生活環境、
高齢でも仕事ができるのか、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での室井さんと箕輪さん

(参考）参加者募集用のポスター フォレストワーカートークショーでの岡田さん（中央）

「森林の仕事ガイダンス」に参加
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　私は、林業、造園業という職業に元々関心があり、
林業の会社を経営している父からの誘いでこの仕事
に就きました。
　しかし、いざ現場に出てみると右も左も判らず、
どう動いたらいいのか、何をやったらいいのか見当
もつきません。先輩からの指示や指導を受けても、
作業内容を基礎から教わるのはなかなか難しい状態
でした。
　その様な折、会社から「緑の雇用」という未経験
者でも技術が学べる制度を紹介され、受講させても
らうことになりました。
　作業の安全対策をはじめ、刈払機、チェーンソー
を使用しての伐採造材作業、重機、機械系の操作及
びメンテナンスなどの技術講習を受けたり、仕事に従
事する上で必要な資格を取得することができました。

　グループミー
ティングでは、
たくさんの仲間
たちと意見や案
を出し合い、議
論を重ねた事がとても意義深く、参考になりました。
技術講習は、一人ひとりが作業を体験し、分からな
い事があれば、講師の方が丁寧に教えて下さったの
で、とても良い環境で学ぶことが出来ました。実際
に、現場で機械等が故障した時に適切な対応がとれ、
先輩方から、高く評価してもらえるようになりました。
　この経験を活かし、さらに多くの経験を積んで、
後輩に技術を継承出来る、会社から信頼される技術
者になるため、精進していくことを強く決意しました。

　私は、７年前に林業の仕事に就きました。今回、
緑の雇用の現場管理責任者（フォレストリーダー）
研修に参加させていただき、新たな分野の勉強を通
して林業の奥深さを改めて感じました。
　また、７年前と今の自分を比べるといつも間にか
成長していたことも気づきました。例えば、つるの
絡んだ立木を伐採する時の対処の仕方も、入社当時
は周りを見ずにつるの存在すら知らずに伐採するこ
とだけに集中していましたが今は、先に上部や周囲
を確認しつるを処理した上で、待避場所を決めて余
裕を持って作業をするようになりました。ひとつ間
違えると大事故に繋がるため、今回の研修の中で再
度復習することができ、改めて安全確認の大切さを
感じました。機械の操作でも、以前は自分の前方し
か確認せず、近くに人がいても気づかず何度も危険
な目に遭いそうになりました。また、キャビンの中

をゴミだらけに
したり、機械を
ぶつけたりして
いました。今回
の研修では、安
全が第一であること、機械を動かすだけでもコスト
がかかり大変なことであることを知りました。今で
は、キャビンの中も休憩時間に清掃するなど綺麗に
して乗るように心がけています。
　さらに、研修中は、他県の事業体の方とも交流す
ることができました。お互いの仕事に対しの向き合
い方や感じ方などについて情報交換することができ、
今後参考にしてみたこともあり、自分の職場の良さ
を改めて感じることができました。
　今回の研修で学んだことを現場で活かすとともに、
後輩の育成にも生かしていきたいと思います。

　令和元年度に「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稲葉圭さんと、フォ
レストリーダー研修を受講された、堀籠有樹さんの研修の
成果や今後の抱負などを紹介します。

林業担い手の
現場の声

～緑の雇用（ＦＬ）研修を受講して～

～林業作業への船出～

有限会社佐川運送　　堀籠　有樹

岩倉緑化産業株式会社　　稲葉　圭
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令和２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
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
笠間広域森林組合 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1028-1 0296-74-4468
株式会社龍﨑工務店 常陸大宮市高部3978 0295-58-2311
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
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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


