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Ⅰ 林業における経営及び雇用の動向に関する事項Ⅰ 林業における経営及び雇用の動向に関する事項Ⅰ 林業における経営及び雇用の動向に関する事項Ⅰ 林業における経営及び雇用の動向に関する事項

１ 林業を取り巻く社会・経済情勢

(1) 森林資源の現況

本県の森林面積は 363 千 ha で県下総面積の 77 ％を占めている。うち民有林 346 千 ha、国有林 17 千

ha となっている。地域森林計画対象森林 345 千 ha のうち、人工林は 209 千 ha、天然林は 131 千 ha、

その他 5 千 ha で、人工林率は 61 ％と全国平均の 41 ％を大きく上回っている。人工林の内訳を見ると、

スギ 89 千 ha（42 ％）、ヒノキ 114 千 ha（55 ％）、その他 6 千 ha（3 ％）とヒノキが主体となっている。

また、地域森林計画対象森林の蓄積量は、人工林 75,684 千ｍ３、天然林 20,805 千ｍ３、計 96,489 千

ｍ３で、人工林のうちスギ 36,582 千ｍ３（48 ％）、ヒノキ 37,665 千ｍ３（50 ％）となっている。

(2) 林業生産活動

林業生産活動を県内要素所得（県内純生産）でみてみると、平成 19 年度は 26 億円で、昭和 55 年度

の 240 億円と比較すると、89 ％の大幅な減少を示している。この間の各産業の伸び率は、林業以外の

第１次産業で 17 ％の減少、第２次産業 44 ％、第３次産業 103 ％の増加という状況からみても林業生

産活動の低迷がうかがわれる。また、林業経営の収益性を伐出作業労働賃金と山元立木価格の動向で

昭和 55 年を 100 とする指数でとらえると、平成 16 年における伐出作業労働賃金は 132、平成 21 年に

おけるスギの山元立木価格で 8、ヒノキの山元立木価格で 14 となっていることから、その収益性が著

しく低下してきているといえる。

人工造林は、昭和 55 年度の 1,872ha に比べ、平成 20 年度には 302ha と 16 ％まで激減している。ま

た、人工林のうち 45 年生以下の森林が 43 ％を占めているが、間伐・保育の実施状況は十分とはいえ

ない状況にあり、適正な管理が緊急課題となっている。これらは、近年の木材価格の低迷及び造林費

・保育費の増嵩等により、林家にとって資本投下が困難な状況になっていることを物語っている。

県内の素材生産量は、昭和 35 年の 980 千ｍ３をピークとして、以降昭和 40 年には 670 千ｍ３、昭

和 55 年には 460 千ｍ３と減少を続け、平成 20 年にはピーク時の 17 ％の 164 千ｍ３になっている。これ

は、先程述べたように木材価格が低迷する中で、素材生産費、造林費等林業諸経費の増嵩による伐採

意欲の減退によるもののほか、外材比率の増加及び非木質材の普及による国産材使用率の低迷等によ

るものが主な要因と考えられる。こうした中、県では低コスト林業の推進により平成 24 年までに 60

千ｍ３の増産を図る「紀州材生産販売プラン」を平成 20 年 1 月に策定した。

今後、県内の森林資源が充実して行く中にあって、川上から川下にいたる各事業体が有機的に一体

となり、国産材の安定供給体制を確立することが重要である。

(3) 木材需給の動向

素材の需要は、昭和 40 年に 1,718 千ｍ３であったものが、昭和 47 年に 2,571 千ｍ３とピークを示した

が、その後住宅建設の減少と木造率の低下を反映して昭和 55 年に 1,797 千ｍ３と減少し、平成 20 年に

は、363 千ｍ３とピーク時の 14 ％となっている。

一方、木材供給は、昭和 41 年頃から急増した木材需要に対応するため木材の輸入が増加し始め、木

材供給量に占める国産材の比率は、昭和 40 年に 52 ％であったものが、昭和 55 年には 23 ％、平成２

年には 17 ％まで低下し 、その後、木材需要の低下に伴い外材入荷量も低下し、平成 20 年には 49 ％

まで回復した。
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今後、木材の利用拡大を促進するとともに、国際情勢を勘案しつつ国産材シェアーの拡大を図るこ

とが重要である。

２ 林業労働力の需給の動向

(1) 林業就業者の推移

国勢調査によると、林業就業者数は、昭和 35 年当時 13,363 人が林業に従事していたが、高度経済

成長の影響により急激に減少し、５年後の昭和 40 年には 6,882 人と 52 ％となった。その後、５年間

で約 1,000 人づつ、率で 13 ～ 26 ％の減少が続き、平成２年には 2,312 人となったが、平成７年には５

年間の減少率も 10 ％と一時鈍ったものの、その後 10 年間で 51 ％も減少し、平成 17 年には 1,021 人

となっている。

年齢構成でみると、昭和 35 年時点では 65 歳以上の高齢者の比率は 5 ％であったが、昭和 45 年以降

12 ％前後で推移し、平成２年には 16 ％、平成７年には 26 ％と高齢化が一層進行し、平成 17 年には

30 ％となっている。

一方、30 歳未満の若年層についてみてみると、昭和 35 年 27 ％であったものが、昭和 45 年に 6 ％

となり、平成２年には 4 ％と減少してきたが、平成７年には 6 ％、平成 17 年には 8 ％と若干ではある

が増加している。平均年齢を推定すると、昭和 45 年の 49.0 歳から平成２年の 54.8 歳まで５年間毎に 1.3

～ 2.0 歳の範囲で増加していたが、平成７年は 55.7 歳と５年間の加齢は 0.9 歳に留まり、その後、平

成 12 年には 55.1 歳、平成 17 年には 54.0 歳と減少しており、若年層の参入の増加がうかがえる。これ

は、近年の自然志向ブームやライフスタイルの多様化等による若年層の林業への新規参入によるもの

と考えられる。

従業上の地位別に林業就業者をみてみると、平成 17 年では「雇用者」は 476 人（47%）、「雇人のあ

る事業主」は 84 人（8 ％）、「雇人のいない事業主」は 284 人（28 ％）、「家族従業者」は 138 人（14

％）、「役員」は 38 人（4%）となっており、雇用労働者が林業労働の過半数を担っていることがわか

る。また、28 ％を占める「雇人のいない事業主」の中には一人親方等も含まれており、林業労働力の

確保の観点からみてもこれら就業者の組織化が必要である。

(2) 雇用林業労働者の就業状況

ア 雇用状況

平成 22 年度に実施した林業労働力概要調査によると、１年間に１日以上林業に雇用された労働者は

1,748 人で、うち 80 ％が森林組合に、18 ％が林業会社・素材生産業者に、2 ％が一人親方・個人山林

家に主として雇用されている。

また、作業種内訳では、造林・保育作業 60 ％、伐採・搬出作業 20 ％、その他作業 20 ％となってい

る。これを雇用先別に造林・保育作業と伐採・搬出作業との対比でみてみると、森林組合においては

８：２、林業会社・素材生産業者においては４：６、一人親方及び個人山林家においては５：５とな

っている。

これらのことから、雇用労働者の約半分（54 ％）が森林組合の造林・保育作業員として雇用されて

いることがわかる。

イ 年間就労日数

林業労働力概要調査によると、150 日以上の就労者（以下「長期就労者」という。）は全雇用労働者

の 34 ％となっている。これを雇用先別にみてみると、長期就労者の割合は、森林組合で 28 ％、林業

会社・素材生産者で 57 ％、一人親方・個人山林家で 75 ％となっている。

作業種別にみてみると、長期就労者の割合は、造林・保育作業で 29 ％、伐採・搬出作業で 63 ％と

なっており、伐採・搬出作業に従事している労働者の専業的ウエイトが高い。造林・保育作業は季節
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的に左右されること、伐採・搬出作業は季節的影響が少なく高度の技術を要することによるものと考

えられる。

(3) 新規参入者の状況

林業への新規参入の状況は、平成４年度から平成 13 年度までの 10 年間は、一部の森林組合で新規

参入者の確保に積極的に取り組んでおり、１年間に 14 ～ 32 人を採用している。

平成 14 年度からは緑の雇用事業の取り組みにより、都市からの人口流動を進め、新規参入者が急増

した。この結果、平成 14 年度から平成 21 年度までのＩターン者等による新規雇用者数は 462 名にの

ぼり、その定着率は 55 ％である。

森林組合の通年雇用作業班員の約半数は、緑の雇用事業による新規雇用者で、うち約半数がＩター

ン者等であり、その平均年齢は 40 歳と若く全体平均年齢を引き下げている。

３ 林業労働者の雇用管理の現状

(1) 雇用契約の状況

平成 22 年度に実施した林業労働力概要調査によると、殆どの森林組合では、通年・臨時雇用者の両

方において、労働契約書あるいは雇入通知書等文書の交付がなされているが、その他の林業事業体で

は通年雇用者で６割、臨時雇用者で９割が口頭によるものである。

臨時雇用者については、口頭もしくは班長とのみの契約を行っている場合があり、雇用契約か請負

契約か不明確なものが見受けられ、このようなケースは造林作業の雇用者に多い。

また、労働基準法第１５条、同法施行規則第５条第２項に基づく雇い入れ時の賃金に関する書面の

交付については、殆どの森林組合において行われている。

(2) 就労条件の状況

ア 賃金に関する状況

賃金の支払方法として日給制が大半を占め、月給制は１割程度にすぎないが、月給制への移行につ

いては、旧来から行われてきた労働慣行、農業との兼業から臨時雇用者が多い状況にあり、多くの問

題を抱えている。

賃金の決め方については、地場賃金を参考にして決める事業体が多く、概ねその地域の賃金水準に

あると考えられる。しかし、一部の事業体においては、地域に住む労働者との密接な信頼関係の中で、

明確な取り決めもなく決定されている例も見られる。

超勤手当については、２割の事業体で支給しており、支給していない事業体については、超勤をし

ない・出来高給であると言った理由である。

その他諸手当については、班長手当、通勤手当、ボーナス等が約４割の事業体で支給されているが、

他の産業に比べて支給している事業体が少ないことや支給額が少額であるなど、今後の課題の１つで

もある。また、通勤手当を距離に関係なく定額支給していることや、チェンソー、刈払機等の機械損

料、油代等の賃金ではない実費弁償的なものを賃金と紛らわしい機械手当として賃金支払明細書に記

載して支給するなど改善を必要とする事例も見られる。

イ 労働時間に関する状況

殆どの事業体において８時間以内の労働時間を定めているが、作業が屋外労働、事業場所が遠隔地

等の理由により、担当職員による時間管理が不可能な場合が多いことから、班長に任せている事例が

多い。このことは、林業労働の特殊性と考えられる請負給制による雇用形態、時間に拘束されない生

活を希望する労働者個人の問題等もその一因と考えられ、今後、近代的な労働環境への改善にあたっ

ては、労働者側の意識の改革も必要となっている。
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なお、週４０時間労働制の適用については、１日の労働時間短縮か休日増か賃金との関係において

その対応に苦慮している事業体が多い。

就業時間については、雇用契約、就業規則、その他で就業時間を定めている事業体が大半であるが、

始業・終業場所の決め方、休憩時間の決め方、その合図・確認方法等について、不明確なものも見受

けられる。また、就業時間を定めていない事業体の中には、雇用関係の不明確さから労働者任せにな

っているものがある。

ウ 休日・休暇に関する状況

未だに定休日が不明確な事業体があり、雨天日を休日として運用している。就業規則等により休日

を特定し、振り替え休日に関する規定を設けるなど明示する必要がある。また、定休日を定めている

事業体で週休２日制を実施している事業体は少なく、週４０時間労働制の適用に当たり課題が多い。

変形労働時間制の運用等により、労働時間と休日の双方を現場にあった方法で定める必要がある。

また、法定外休日については、殆どの事業体が年末年始、盆についての休日を付与しているが、国

民の祝日を休日にしている事業体は半数である。

年次有給休暇については、半数の事業体において通年雇用者のみに付与されている状況であるが、

その日数はまちまちであり、所定の年次有給休暇が付与できるようにする必要がある。

(3) 社会保障の状況

社会保障制度への加入については、通年雇用との関係もあり、非常に困難な問題を含んでいるが、

近代的な労働環境を構築する上で最も重要な課題でもある。

労災保険については、完全加入が実現しているが、他の社会保障制度への加入状況については、雇

用保険で 30 ％、健康保険で 28 ％、農林年金あるいは厚生年金で 28 ％、退職金共済（中退共及び林退

共）で 27 ％となっており、十分とはいえない状況にある。

(4) 労働安全衛生の状況

林業労働災害による被災者数は、昭和 55 年に 491 人うち死亡者数４人であったものが年々減少し、

平成 18 年には 80 人うち死亡者数２人となり、ここ数年は横ばい状態にある。被災者数は減少したも

のの、災害の発生頻度や傷害の度合は、他産業と比較した場合、依然高い水準にある。

事業主の中には、労働安全衛生法の基本的事項の把握さえできていない場合もあり、また、労働者

にあっても、加齢による身体機能の低下に起因する災害、作業の慣れから来る災害が絶えないことか

ら、事業主及び労働者双方の安全意識の徹底を図る必要がある。

特殊健康診断結果による林業振動障害の状況は、平成 21 年度は「影響はほとんど認められない者」85

％、「作業時間を短縮し経過観察を要する者」13%で、10 年前の平成 11 年度の「影響はほとんど認め

られない者」43 ％、「作業時間を短縮し経過観察を要する者」40%に対し、改善されてきている。こ

れは、チェンソーの性能向上によるものである。

４ 林業事業体の現状

県下で素材生産を営む事業体を県の木材業者等の登録簿から分析すると 94 事業体あり、その内訳は、

森林組合 19 事業体、事業協同組合 2 事業体、林業会社 28 事業体、個人事業体 45 事業体となっており、

個人事業体が全体の約５割を占めている。生産規模 3,000 ｍ３未満の小規模経営事業体は、森林組合で 68

％、林業会社で 50 ％、個人事業体で 73 ％となっており、小規模経営の個人事業体が多い。

なお、生産規模 10,000 ｍ３以上の大規模経営の事業体は、3 事業体で全体の 3 ％を占めるにすぎない。

このように、林業事業体の大部分が小規模零細であり、近年の林業生産活動の停滞に伴い安定的な

事業量の確保が困難になっており、厳しい経営環境におかれている。
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Ⅱ 林業労働力の確保の促進に関する方針Ⅱ 林業労働力の確保の促進に関する方針Ⅱ 林業労働力の確保の促進に関する方針Ⅱ 林業労働力の確保の促進に関する方針

平成２０年１月に本県で策定した紀州材生産販売プランでは、低コスト林業の推進により素材生産量

を平成１７年の１７万ｍ３に対し平成２４年までに６万ｍ３の増産をめざしている。また、国においても、

平成２１年１２月に森林・林業再生プランが策定され、路網の整備や森林施業の集約化、林業を担う人

材の育成などを推進するととされている。

多様で健全な森林づくり並びに紀州材生産販売プラン達成のためには、森林の団地化、作業道等の整

備、機械化の推進などに対応しうる林業労働力の資質向上を図る必要があり、新規就労者を含めた林業

労働力の安定的確保・育成のため、雇用関係の明確化、雇用の安定、労働条件の改善、技術・技能を高

めるための各種技術研修やＯＪＴ研修への取り組み等、就労環境の整備を促進するとともに、事業量の

安定的確保、経営基盤の強化を促進する。

この方針は、県、市町村及び林業を営む者が一体となった協力体制をもって推進し、この方針に基づ

く諸施策については、県が林業労働力確保支援センターとして指定している社団法人わかやま森林と緑

の公社（以下「支援センター」という。）を核として実施する。
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Ⅲ 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化そⅢ 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化そⅢ 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化そⅢ 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化そ

の他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項の他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項の他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項の他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項

１ 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の

合理化の実施に関する目標

(1) 雇用関係の明確化

雇用関係を明確にするため、労働契約書の締結あるいは雇用通知書の交付等文書による雇用契約を

促進するとともに、労働者の雇い入れに際し、労働条件の明示、賃金に関する事項についての書面交

付を徹底する。

特に、雇用契約か請負契約かが曖昧な雇用形態をとなりがちなその他の請負制（団体出来高払制）

の雇用については、班長だけでなく全労働者に対する労働契約書又は雇い入れ通知書等の書面交付を

徹底する。

(2) 雇用の安定化

近年、年間就労日数は増加する傾向にあるが、通年雇用による雇用の安定化が困難な状況にある。

造林・保育業と素材生産業の組み合わせによる事業量の平準化や長期的な施業計画の策定等により

事業量の確保を図り、雇用の安定化を実現する。

(3) 労働条件の改善

林業労働者にかかる労働条件について現状では不明確な点も多く、労働基準法上の問題があるもの

もあることから、労働時間、休日等の明確化、時間外労働及び休日労働に係る割増賃金、年次有給休

暇等の労働基準法で定められた最低労働基準に関する規定の遵守を徹底するとともに、雇用者数に関

係なく、労働条件を明確にした就業規則の作成を促進する。

また、林業を近代的産業として位置づけ、近代的な労働環境を形成していくため、月給制等年間所

得を保障する賃金体系の導入及び完全週休２日制の導入を促進する。

(4) 社会保障制度の適用充実

社会保障制度への加入状況は、低位な状況にあるため、社会保障制度及び退職金共済制度共に積極

的に加入促進を図る。季節的労働者等についても、労災保険のほか、雇用保険、健康保険（日雇特例）

等への加入促進を図る。

(5) 福利厚生の充実

退職金共済制度への加入促進を図るほか、各事業体において他産業並に改善されるよう、制度、施

設の充実を図る。特に、近代的な就労環境を実現するため、林業労働のイメージアップを図るための

ユニフォームの貸与制度の創設、アウトドア・ワーキングに対応した休憩室・シャワー室の設置、リ

フレッシュカーの導入等促進を図る。

(6) 労働安全衛生の確保

安全衛生推進者等安全衛生担当者の選任、作業主任者、就業制限業務等の有資格者の適正配置等各

事業体における安全衛生管理体制の確立を徹底するとともに、緊急連絡体制の整備を促進し、死亡災
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害ゼロを実現する。

また、安全衛生教育の実施、健康診断の実施を徹底するとともに、安全講習会等の受講促進、ゼロ

災運動の浸透普及を図る。

(7) 事業主等の資質の向上

林業事業体の事業主については、雇用管理の改善や経営の合理化を推進する事業主としての資質の

向上を図る。

また、事業体における労務管理、雇用管理、安全衛生管理等を行う管理者又は監督者（以下「管理

監督者」という。）の人材育成を図るとともに、作業場において労働者を直接指揮監督する班長等の

監督者（以下「第一線監督者」という。）の資質向上を図る。

(8) 募集・採用の改善

事業体として雇用管理の改善及び経営の合理化を一体的に行うには、最低５人の雇用規模が必要と

考えられ、林業事業体として常時５人以上の雇用体制の確立を図ることが望ましい。優秀な人材を計

画的かつ効率的に雇用するため、的確な求人条件の設定等事業体の雇用管理の改善と併せて効果的な

募集活動の展開を図る。

(9) 新規参入者の定着

自然志向の高まりと価値観の多様化により、近年、都市生活を経験した者が林業に新規参入する事

例が増えているが、就業後理想と現実とのギャップから退職する者も少なくない。新規参入者の定着

を図るためには、生活の場の確保及び地域との一体化が重要である。

そのため、新規参入者を農山村地域の新たな担い手としてとらえ、住宅の確保を図るとともに、地

域でのライフスタイルの確立、地域に対するメンタル部分のバックアップ等地域への融合を図ること

により定着を促進する。

(10) 機械化の促進

生産性の向上を図り、事業体の経営を合理化するには、作業システムの機械化が不可欠である。ま

た、機械化は、労働安全衛生の確保や労働環境の改善にも資することから、積極的に促進する。

機械化には、路網整備と連動しながら、森林の資源構成、地形条件、事業体の経営規模等を踏まえ

た作業システムに必要な機種の導入を図ることにより、導入後の搬出間伐における労働生産性を 3.5

ｍ３／人日以上に向上させる。

(11) 林業技術者の育成

林業作業は専門的な知識及び技術を必要とし、労働安全衛生法上作業主任者、就業制限業務等の資

格等特別な技能も必要とすることから、労働者を林業技術者として育成することが必要になる。この

ことから、林業就労者に林業の基本的な知識、技術、技能を総合的に習得させるとともに、低コスト

林業に対応し得る基幹的な林業技術者の養成を図る。また、現場を効率的に運営するために、作業班

員への指導能力や作業の工程管理に関する知識・技術を習得させ、現場管理責任者の育成を図る。さ

らに、複数の現場を統括管理するために必要な年間計画の進捗管理等を習得させ、統括現場管理責任

者の育成を図る。

(12) 事業量の確保

事業量を安定的に確保し、安定した経営の継続や通年雇用が実現できる事業体の育成に努める。特

に、素材生産業にあっては、機械化等による生産性の向上を図り、１事業体当たり 5,000 ｍ３以上の生
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産をし得る事業体の育成に努める。

また、森林整備の内容、経費、木材の販売収入などを明示した施業プランを作成し、森林所有者に

対し積極的に施業提案を実施し、事業量の安定的な確保を図る。

２ 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の

合理化の実施を図るために講じようとする施策

(1) 雇用管理体制の確立

雇用管理の改善を促進するため、労働関係法規、各種制度、雇用管理の改善方策等について専門的

な知識・経験を有する林業雇用管理改善アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）を支援セン

ター等に置き、雇用管理の改善についての総合的な相談・指導を行う体制を確立する。

事業体の雇用管理体制の確立を図るため、常時５人以上の林業労働者を雇用する事業体にあっては、

雇用管理者を選任するよう指導する。

また、雇用管理の改善のための具体的手法を示し、その促進を図るため、モデル事業所を選定し、

アドバイザーによる重点的な相談・指導活動を展開し、その成果を普及させる。

(2) 雇用関係の明確化及び労働条件の改善

雇用に当たり、雇用契約によるべきか請負契約によるべきかの判断を的確にするよう徹底指導する

とともに、雇用関係の明確化を図るため、事業主の氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、雇用期

間、従事すべき業務の内容等を明記した労働契約書の締結あるいは雇入通知書の交付等文書による雇

用契約を行うよう指導する。

労働条件の改善については、労働者の雇い入れ時の労働条件の明示、賃金に関する事項についての

書面交付、労働時間の明確化、時間外労働及び休日労働に係る割増賃金、年次有給休暇の付与等労働

基準法の遵守すべき基本的事項について、県及び支援センターは、労働基準監督機関の協力のもとに

徹底指導するとともに、労働条件の明確化を図り、その近代化を促進するため、就業規則の作成を指

導する。作成に当たっては、アドバイザーによる助言・指導活動を行う。

(3) 社会保障制度及び福利厚生の充実

社会保障制度への加入促進を図るため、雇用管理の改善あるいは経営の合理化に前向きに対応する

事業主に対して、森林整備担い手基金を活用し、掛金助成等の支援をする。

福利厚生の充実を図るため、雇用管理者が中心となってその推進に当たるよう支援センターで実施

する雇用管理セミナー等を通じて啓発に努めるとともに、福利厚生施設等の設置について林業改善資

金の活用を促進する。

(4) 労働安全衛生の確保

県及び林業・木材製造業労働災害防止協会和歌山県支部（以下「林災協」という。）が連携し、現

地巡回指導活動等を通じて安全衛生管理体制の確立を徹底指導するとともに、個々の事業体における

緊急連絡体制の確立を促進するとともに、各作業場からの連絡手段及び連絡網の整備、関係機関との

連携による救出体制の確立を図る。

また、安全衛生思想の定着を図るため、安全衛生担当者の教育、安全衛生講習会・研修会の開催、

安全管理手法の普及活動等を積極的に実施する。

(5) 事業主等の資質の向上

林業事業体の事業主としての資質の向上を図るため、支援センターにおいて雇用管理の改善、経営



- 9 -

の合理化、雇用の長期化・安定化を一体的に図るための具体的手法等についての研修を実施する。

事業体における労務管理、雇用管理、安全衛生管理等を担う管理監督者の人材配置を事業体に対し

て指導するとともに、教育訓練等管理監督者の育成を促進する。特に、雇用管理の改善に対する意識

向上を図るため、支援センターにおいて事業主や雇用管理者を対象とするセミナーや事例見学会等の

雇用改善研修を実施する。また、安全衛生管理の徹底を図るため、事業主及び安全衛生担当管理監督

者の教育について、県及び林災協が労働基準監督機関と連携を図りつつ推進する。

第一線監督者については、作業場の指揮監督者としての意識向上を図るため、職務に関する教育を

促進する。

また、第一線監督者から事業主あるいは管理監督者への労務管理に関する報告体制を確立するよう

事業体を指導する。

(6) 林業就業者の確保

林業への就業者の確保を容易にするための諸活動を支援センターにおいて総合的に実施する。

林業への就業者の確保を促進するため、雇用情報の収集、林業就業希望者や受入希望事業体に対す

る情報の提供や相談・指導活動を実施するとともに、幅広く林業就業希望者を発掘するための広報活

動を実施する。また、受入希望事業体に対する受入条件の整備についての指導や委託募集に関する普

及啓発を実施するとともに、林業就業希望者に対しては、林業体験会を開催するなど林業への就業を

普及啓発する。

採用活動を複数共同で実施しようとする事業体の委託を受け、募集の特例を活用する。募集を効率

的に行い、優秀な人材を確保するため、雇用管理の改善と一体となった求人条件の設定指導、共同説

明会の開催、共同事業所案内の作成、事前職場見学会や就職セミナーの開催等を実施する。

また、新規参入者については、今後も都市生活経験者等地域外からの参入者が多いと考えられるこ

とから、農山村地域での定着を図るため、空き家情報の提供等を推進するとともに、地域状況オリエ

ンテーションや地域交流会の開催等を通じて地域との融合を図り、地域生活に係る相談活動を実施す

る。また、新規参入者を地域の新しい担い手としてとらえ、地域生活に必要な環境づくりについて市

町村に協力を要請して行く。

(7) 経営基盤の強化

事業体の経営基盤の強化を図るため、支援センターにおいて優良経営事業体の事例普及、経営合理

化情報の調査・収集・分析、林業事業体に有用な情報の提供をするとともに、雇用管理の改善と一体

的に行う経営基盤の強化についての事業指導相談活動を実施する。

また、個々の事業体の経営状況に応じたきめの細かな指導相談活動を展開するため、専門家による

経営コンサルティングを実施する。

(8) 機械化の促進

生産性の向上を図るため、スイングヤーダ、プロセッサ、フォワーダ等高性能林業機械を中心とし

た林業機械の普及を推進する。そのため、支援センターにおいて、地域のニーズに応じた林業機械を

整備し、有償で貸し出しを実施する。機械の導入に当たっては、既存の融資制度等を充分に活用する。

機械作業を中心にした作業システムを推進するため、支援センターと県との連携のもと、高性能林

業機械オペレーターを養成する。

また、高性能林業機械に対応した林内路網を整備するため、団地内の作業道等生産基盤の整備を推

進し、平成２４年には、団地の路網密度を 60m/ha を目標に整備する。
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(9) 林業技術者の育成

林業技術者の育成に当たっては、新規就業者に対し、林業の基礎的知識や技術・技能の習得に関す

る研修を実施し、次に現場管理責任者に対しては、現場を効率的に運営するために必要な作業班員へ

の指導能力向上や作業の工程管理に関する知識や技術の習得に関する研修、さらに統括現場管理責任

者に対し、複数の現場を統括管理するために必要な年間計画の進捗管理等の習得に関する研修の受講

により、段階的かつ体系的に行う。各種研修については、県と支援センターとの連携により実施する。

林業の基幹となる技術者を育成するため、林業全般について基礎的かつ専門的な知識、技術、技能

を総合的に習得させる基幹林業技術者育成研修を実施し、修了者を基幹林業技術者（グリーンワーカ

ー）として認定する。

(10) 事業量の確保

事業量の安定的確保を図るため、森林所有者に対し森林整備の内容、経費、木材の販売収入などを

明示したうえで施業を提案する森林施業プランナーの育成を推進する。森林施業プランナーの育成に

ついては、国の補助事業等により開催される基礎的研修等を充分に活用する。
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Ⅳ 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置Ⅳ 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置Ⅳ 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置Ⅳ 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置

に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項

１ 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化に関する目標

自らの労働により森林施業を行う林家の後継者にあっては、効率的は森林施業を可能とする施業計画

を作成し、自らが所有する森林の管理・経営を行うのに必要とする知識や技術の習得を図る。

林業事業体の後継者にあっては、効率的な森林施業に関する知識、技術及び雇用管理の改善と一体と

なった効率的な経営のノウハウの習得を図る。

また、労働者として林業に就業する者にあっては、効率的な森林施業を行うのに必要とする知識、技

術、技能の習得を図るとともに、林業への就業が容易となる環境の整備に努める。

２ 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化を図るために講じようとす

る施策

林家の後継者、林業事業体の後継者、労働者として林業に就業する者の知識、技術、技能、ノウハウ

等の習得については、県と支援センターとの連携のもと各種研修を実施し、森林整備担い 手基金の活

用等により、これらの研修の受講促進を図る。

その他就業の円滑化を図るため、林業に就業しようとする者に対して支援センターによる雇用情報の

提供や委託募集等を実施する。
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Ⅴ その他林業労働力の確保の促進に関する事項Ⅴ その他林業労働力の確保の促進に関する事項Ⅴ その他林業労働力の確保の促進に関する事項Ⅴ その他林業労働力の確保の促進に関する事項

１ 林業労働力確保支援センターの指定及び業務運営

支援センターには、社団法人わかやま森林と緑の公社を引き続き指定し、業務拠点としてわかやま林

業労働力確保支援センターを設置し、業務を運営する。

業務については、雇用管理改善あるいは林業経営に見識の深い者を１名以上配置し、その運営に当た

るとともに、研修業務において県と連携を図るほか、その他業務の効率化を図るため、県森林組合連合

会や林災協等との連携も図る。

県は、支援センターの業務運営が円滑に行われるよう、その支援に努める。

２ 林業関係者等との理解と協力

県森林組合連合会その他林業関係団体は一致協力し、雇用管理の改善と事業の合理化を促進するよう

構成員への指導を要請する。

３ 建設業との連携促進

低コスト林業の推進に必要な作業道等の整備に当たっては、森林組合等と建設企業が連携しつつ、建

設企業の人材や機材等を活用することが有効であり、国の補助事業により開催される森林作業道作設オ

ペレーター研修等への建設企業者の積極的な参加を推進し、森林作業道作設オペレーターの育成を図り、

林建共働を促進する。


