
案　内
林業担い手対策事業

大分県認定林業事業体へ、林業の担い手を安定的に確保・養成することを目的として、各種支援・助成事業を行っています。

１．労働災害補償対策
・・・大分県認定林業事業体の林業労働者の労働災害補償上乗せ保険料の助成

事業主負担の１／３を助成

認定申請…毎年４月末日までに労働災害補償対策事業認定申請書（様式第１号）を提出

２．若年労働力新規参入促進対策

・・・大分県認定林業事業体の若年新規労働者の常用雇用経費の助成

定額を助成　採用 1年目（採用月～３月まで）１人あたり３０，０００円／月
　　　　　　採用２年目（４月～３月まで）       １人あたり２０，０００円／月
　　　　　　採用３年目（４月～３月まで）       １人あたり１０，０００円／月

認定申請…採用後１ヶ月以内に若年労働力新規参入促進対策事業認定申請書（様式第６号）を提出

（１）年齢３０歳未満の者　（２）緑の雇用育成研修受講者は、その年度期間中は対象外

３．作業班員雇用安定推進対策
・・・大分県認定林業事業体の作業班員の林業退職金共済掛け金の助成

林退共掛金の１／３以内を助成

認定申請…毎年１月１０日までに作業班員雇用安定推進事業認定及び助成金交付申請書（様式第１１号）を提出

（１）大分県認定林業事業体については、掛け金に要する経費を負担し、かつ市町村が被共済者１人当たり 1日につき１５０円以上
　　  を助成すること。
（２）作業班員に対する就業規則を定め、作業班員名簿、勤務簿、賃金台帳等を整備していること。
（３）同一林業認定事業体が行う事業に年間１５０日以上就労した作業班員であること。

４．職員雇用安定推進対策
・・・大分県認定林業事業体の従事職員の中小企業退職金共済掛金の助成

中退共掛金の２／３以内を助成（平成２６年度より１／３）

認定申請…毎年８月末日までに労働災害補償対策事業認定申請書（様式第１号）を提出

大分県認定林業事業体が負担する退職金共済掛金

造林・林産事業に従事する大分県認定林業事業体の林業労働者

申 請

対 象

金 額

５．雇用労働者振動障害特殊健康診断促進対策
・・・林業巡回特殊健康診断事業の検診費用の助成

事業主負担の１／３以内の定額を助成

認定申請…林災防は、毎年２月１０日までに雇用労働者震動障害特殊健康診断事業認定申請書を提出

林業巡回特殊健康診断（一次検診）の受診に要する大分県認定林業事業体が負担する経費
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対 象

申 請

金 額

申 請

対 象

金 額

申 請

対 象

金 額

◆　申　請　条　件　◆

Ⅰ．「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、大分県知事が認定した大分県認定林業事業体であること。

Ⅱ．４人以上の常用雇用労働者（林業労働力の確保の促進に関する法律に定める林業労働者）を有する事業体で、雇用の改善に積極的に

　　取り組む事業体であること。

Ⅲ．素材生産業を営み、前年度の年間素材生産量が２，０００立方メートル以上であること。

Ⅳ．前年度の年間間伐実績面積が民有林において３０ヘクタール以上であること。

Ⅴ．「素材生産活動の適正化のための自主的行動規範」を大分県に提出していること。

①．③．④については下記条件のいずれの項目にも該当する事業体の事業主とする。

公益財団法人森林ネットおおいた林業担い手対策事業業務規程第 2条第 1項（抜粋）

申 請

対 象

金 額



田島山業 株式会社
紹　介

「だから、 どうしても、

　　　　絶対に、 断固森林を守ります。」

事業内容…造林・保育・素材生産、販売企画、チェーンソー防護服販売、農林産物販売、森林ボランティア活動

田島山業

　　　  社設立以前より、田島山業は元々この地で

　　　 神世の昔から森林を守り、林業を営んでき

ました。その林業も古来からの伝統も守りながら、

時代のニーズに合った林業も考えていかなけれ

ばなりません。

会

主

　　　 た、昔からの在来種である原生茶や、杉の鉛筆などの木工品も販売しています。木の良さや山の素晴らし

　　　さを皆さんにお伝えできるように厳選した素材とデザインで商品開発なども行っています。

さらに街の人や未来を担う子供たちに山での作業を体験してもらい、森林と林業、山村のライフスタイルを人々に紹介

することを目的とする、森林環境教育活動にも平成３年から取り組んでおります。

ま

　　　 力の取り組みである素材生産では機械化が進み、フェラバンチャーザウルスやハーベスタ等の高性能林業機械

　　　  を使い安全で効率的な作業を行っています。また、出てきた材を土場で分別し工務店への直接販売から木質バイ

オマスまで様々な売り先へ販売し、機械化だけではなくシステム化された作業の構築による効率的かつ、安全な作業を

行っております。

　　　後に、新しい時代の流れとして、近年、林業従事者の安全への意識が広まっています。それに呼応し、作業する

　　　方々を守る林業の防護服ブランド（SIP PROTECTION）の日本総代理店として、輸入販売しています。最近の

チェーンソー防護服は安全だけではなく見た目もスタイリッシュでカッコいいデザインが多いのが特徴です。こういった

装備を林業従事者が纏う事によって、安全と同時に、林業に携わってない方々に新しい林業の姿を知って頂き、木を身

近に感じてもらえたらと思います。

最

第１５回

大分県認定林業事業体紹介

ショッピングサイト
ＯＰＥＮ

▲▲▲▲
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大分県認定

林業事業体一覧
2016.7.22 現在

79 事業体
「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、

「雇用管理の改善と事業の合理化に関する改善計画」

を作成し、知事の認定を受けた事業主に対し、各種の

支援を実施しています。

姫島村

国東市

杵築市

日出町

別府市

大分市由布市

臼杵市

津久見市

佐伯市

豊後高田市

宇佐市中津市

日田市

玖珠町

九重町

竹田市
豊後大野市
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[ 西部 ]

玖珠郡森林組合 玖珠郡玖珠町大字大隈1199-1 0973-72-2344

日田市森林組合 日田市大字庄手850-5 0973-23-5168

日田郡森林組合 日田市天瀬町五馬市300 0973-26-7878

㈱トライ・ウッド 日田市上津江町川原2810-1 0973-55-2656

久大林産㈱ 玖珠郡九重町大字野上3452 0973-73-4350

㈱中津江村農林支援ｾﾝﾀｰ 日田市中津江村栃野342-3 0973-54-3599

㈲江藤索道 日田市串川町２丁目2438-1 0973-22-5570

九州林業開発㈲ 日田市大字高瀬7978-1 0973-24-3168

㈱M C河津 日田市大山町東大山622 0973-52-3012

玖珠育林㈲ 玖珠郡九重町大字野上3846 0973-77-7730

大豊林業 玖珠郡玖珠町大字山下1579 0973-72-2061

森　索道 日田市大山町西大山3713-2 0973-52-2163

㈱大村林業 日田市天瀬町塚田1443 0973-57-3303

㈱ＦＭＣ 日田市大字求来里176 0973-23-5716

㈲タカシマ運送 日田市大字石井289-6 0973-23-1525

マルマタ林業㈱ 日田市隈2-2-36 0973-22-2278

田島山業㈱ 日田市中津江村合瀬3573 0973-56-5114

マルゲン㈱ 日田市東有田2579番地19 0973-23-7693

㈲ダイシン 日田市内河町56-1 0973-24-5505

㈲綾垣林業 日田市大字日高1751-30 0973-23-6018

ひた森林有限責任事業組合 日田市天瀬町五馬市300 0973-57-2006

小野索道 玖珠郡九重町大字後野上1108-6 0973-77-6532

酒井林業 玖珠郡玖珠町大字塚脇133 0973-72-6418

前津江森林産業事業協同組合 日田市前津江町赤石3016-1 0973-53-2778

吉野重機 日田市天瀬町出口1128-3 0973-57-3931

[ 南部 ] 

佐伯広域森林組合 佐伯市宇目大字南田原283-2番地 0972-54-3326

㈲一宮林業 佐伯市大字上岡字大平52-1 0972-25-0170

やまもく㈱ 佐伯市大字鶴望639-1 0972-28-7003

工藤林業 佐伯市弥生大字山梨子886 0972-46-2819

㈱戸髙林業 佐伯市本匠大字小川1043-1 0972-56-5228

佐藤林業 佐伯市宇目大字木浦内226 0972-55-4142

戸髙林素 佐伯市本匠大字小川1327 0972-56-5229

甲斐林業 佐伯市宇目大字小野市4973-1 0972-54-3617

㈱　山克 佐伯市直川大字上直見1740 0972-58-3097

㈱　日誠 佐伯市直川大字下直見2538 0972-25-5300

永友林業 佐伯市宇目大字木浦鉱山495 0972-55-4075

㈱　山野 佐伯市宇目大字千束1498 0972-52-1192

髙正林業 佐伯市中の島1丁目11-19ﾙｰﾗﾙ今泉B202 0972-23-3930

[ 豊肥 ]

大野郡森林組合 豊後大野市三重町菅生123 0974-22-1243

竹田市森林組合 竹田市大字飛田川2246-7 0974-62-2833

竹田愛林㈲ 豊後大野市緒方町鮒川1197-1 0974-42-2266

㈱朝日ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 豊後大野市三重町菅生217 0974-22-2112

㈱　　昇 竹田市大字竹田2406-1 0974-63-2877

㈱氏田木材 竹田市大字三宅1326 0974-63-4425

㈲尾方木材センター 竹田市大字菅生1121-1 0974-65-2464

㈲藤義運輸 竹田市荻町高練木2335-4 0974-68-2771

㈱加藤木材 竹田市久住町大字栢木4761-2 0974-77-2884

㈲阿南忍製材所 竹田市大字神原390-1 0974-67-2708

合同会社 藤本林産 竹田市久住町大字久住6493-1 080-1772-0851

井上林業 竹田市久住町大字久住2991-1 0974-76-0546

冨永林業 竹田市久住町大字白丹2199 0974-76-0603

合同会社 和松 竹田市大字片ケ瀬244 0974-63-3002

㈲堀木材 竹田市荻町馬場487-7 0974-68-2242

㈲伊藤山林 竹田市大字入田3495 0974-63-1121

㈱日向地所 豊後大野市三重町市場1170-1 0974-22-2668

[ 北部 ]

西高森林組合 豊後高田市鼎322 0978-22-2355

山国川流域森林組合 中津市耶馬渓町大字柿坂138-1 0979-54-3032

宇佐地区森林組合 宇佐市安心院町田ノ口250 0978-44-0200

中津造林㈲ 宇佐市院内町羽馬礼129-2 0978-42-6866

㈲苅北林業 中津市山国町平小野800-3 0979-62-2285

㈱イワシタ林業　大分営業所 豊後高田市森885-4 市営森住宅2A-1-114 0967-24-2571

石川商店 宇佐市四日市4463-12 0978-32-3320

[ 東部 ]

東国東郡森林組合 国東市国東町小原4423-1 0978-72-3755

別杵速見森林組合 杵築市山香町大字内河野2788-6 0977-75-0286

㈲福田林業 杵築市大田永松2117 0978-52-2600

㈲財前木材 国東市安岐町両子463 0978-65-0525

[ 中部 ]

おおいた森林組合 由布市庄内町大龍1711-1 097-582-0900

臼津関森林組合 臼杵市大字板知屋1257-1 0972-62-3027

大成木材㈱ 大分市弁天1-1-23 097-536-3333

大分林業㈲ 由布市庄内町平石507 097-582-1077

大分愛林㈲ 臼杵市野津町大字西神野384-2 0974-32-3452

菊地木材㈱ 大分市生石5-1-5 097-534-5048

斉木木材産業㈲ 大分市大字中戸次906-3 097-597-5627

㈲医大ヶ丘緑樹園 大分市大字東院320-9 097-549-3761

㈲うすき林業 臼杵市大字野田53-12 0972-83-5310

㈱伊万里木材大分支店 由布市庄内町大龍1208-1 097-586-2210

九州林産㈱ 由布市湯布院町中川815-1 0977-84-3161

かわも林業 大分市旦野原400-3 097-568-6709

中野木材 大分市上春日町3組のCﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ春日101 090-2089-4229



森林ネット
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（おおいた林業アカデミー）


