
報　告
平成３０年度

林業就業支援講習
  短期間で充実の林業体験ができる入門編のようなコースです！

開催期間：平成 31 年 2 月 19 日（火）～ 2月 22 日（金）

開 催 地 :大分県林業研修所（由布市湯布院町）

参 加 者：６名（男性：５名、女性：１名）

林業の基本的な知識を学び、実際の現場での見学等を行い、

同じ林業に興味のある方同士での交流もできたようです。

　　　安全衛生講習 　　　ノコギリでの丸太切り 現場作業者への質問・相談

受講してみた感想（一部抜粋）
＊林業に興味を持っている人たちと話しができた。林業の現場を見ることができてイメージがつかめた。

＊基本知識の丁寧な解説、現場を実際に歩いて作業を見れたのは大変参考になりました。

＊林業の流れが分かったり、どんな分野に分かれているかが分かってよかったです。現場の状況や大分県がどういった環境かが分かったのも

　良い体験になりました。

報　告平成３０年度

森林の仕事ガイダンス
  森林の仕事ガイダンスとは？→新たな林業の担い手の確保・育成を目的に、森林・林業に関心を持つ方を対象に実施する相談会です。

　平成 30年 12 月 1日（土）に大分銀行宗麟館５階会議室にて、２０社の事業体、ハローワーク大分、総合相談コーナー等の

ブースを設けました。相談件数は９４件でした。参加者は、男性が８割強、女性が１割程度、年齢層は２０代と３０代がほぼ

同じ割合でした。

【林業に対する考え】
　＊すぐにでも林業に就業したい・・・22%
　＊近い将来林業に就業したい・・・・14%
　＊職業のひとつとして林業を考えている・・・37%
　＊情報収集してから考えたい・・・22%
　＊その他・・・0%

【森林や林業について思うこと】
　＊未経験でも可能なのかどうか
　＊個人で起業する場合、アドバイスをいただきたい
　＊力仕事や筋肉トレーニングのためにジム通いしているので、体力には
　　自信があります。
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　受講生のみなさんに聞いてみました！

　講習の様子

４日間コース

支援講習の情報を何で知りましたか？
（複数回答の場合あり）

＊林業就業支援ナビ・・・・・４人

＊森林の仕事ガイダンス・・・３人

＊学校・知人等・・・・・・・１人

今後、支援講習（10～ 20 日間コース）を受講してみたいと思いますか？

＊はい・・・・・・・・４人

＊いいえ・・・・・・・２人

＊まだ分からない・・・０人



特　集

各都道府県より寄せられた雇用管理改善に関する好事例について特に関心の高そうな賃金や雇用等に関するものを中心にご紹介します。

雇用管理改善の好事例について

募集・採用

○作業員の高齢化が進む対策として、若い作業員の採用を最重点課題としている。この森林組合では、経営者や役員も一体と

　なった意識改革を進めるため、森林組合独自の PR版 DVDを作成し、通常総会において森林組合の具体的な活動を紹介する

　とともに、県立の森林大学校等に積極的に PR活動を行うなど、課題解決に成果を上げている。

賃　金

○現行の日給制から月給制への移行について、全作業員に面談をして本人の意思確認を行った。結果、全従業員の７割が賛同し、

　月給制に移行した。なお、月給制を望まない作業員は、従来通りの条件で引き続き雇用を継続している。

　月給制に移行した結果、作業員のモラルの向上と出勤率が高まり、これにより日給制の作業員の出勤率も良くなり、事業実績の

　向上に繋がった。

○賃金の高い企業は、１日３交代制であったり、夜間勤務は 25%増し賃金であり、休日出勤は 50%増しであることから１か月の

　賃金がかなり高くなる。

　林業は、残業もなく、週休二日制ではないにしても、日曜祭日は休みであり、かなりいい条件であると求職者に説明している。

就業規則

○新規に女性を採用したことにより、産前産後の休暇、母性健康管理の措置等女性に関する規定が欠落していたため、就業規則の

　見直しが必要となった。

　その結果、女性関係以外の規定についても、見直しを行い一部改正、追加規定も含め、改正を行った。第 2・第 4土曜日を休日

　とし、賃金体系については、日給制から月給制とした。また、年次有給休暇の確立も図った。

　今後も新規従業員の採用に積極的に取り組むことになった。

高年齢者の雇用管理

○定年を迎えたベテラン社員を新規採用者の教育係として再雇用した。これにより、これまでの経験に基づいた高度な技術を新規

　採用者に伝えることによって、新規採用者の定着促進につながっている。

「雇用管理改善のしおり」および「雇用管理改善のしおり」（分冊）

については、「林業就業支援ナビ」のホームページでもご覧

いただけます。

「雇用管理改善のしおり」

（分冊）より一部抜粋
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大分県の最低賃金について
特　集

令和元年 10 月 1日から大分県の最低賃金が変わる予定です。ぜひ事前にご確認ください。

詳しくは、厚生労働省の

ホームページをチェック！

これまでの
最 低 賃 金

 6,096 円
※１時間当たり 762 円

改 訂 後 の
最 低 賃 金

　   答申された改訂額は、都道府県労働局での手続を経た上で
　　都道府県労働局長の決定により、発効される予定です。

 6,320 円
※１時間当たり 790 円

　   ※この金額は、８時間労働を想定しています。
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株式会社伊万里木材市場
紹　介

事業内容…素材・製品市売り、原木システム販売、素材生産、森林整備

第１８回

大分県認定林業事業体紹介

森林整備事業とは？

　㈱伊万里木材市場では、立木を購入させて頂いた山林の伐採後の
造林から５年間の下刈りを山主様に代わって行う「森林整備事業」
を行っており、2018 年までに九州全体で 331 箇所、446ha の山林
を造林してきました。

会社概要

あなたの山、長期に預かります！

大分営業所

＊林業を志す方、おおいた林業アカデミーの皆さんへ＊

今、大分県の林業業界は、次世代を担う若い力が不足しています。そんな中で、林業
にチャレンジしている皆さんは大分の林業の希望の星です。山仕事は厳しく辛いです
が、大分の山、日本の林業が 100 年先も続くよう、ぜひ一緒に頑張りましょう！

伊万里木材市場マスコットキャラクター（仮）

いまもくくん（※公認目指して頑張ります）

５年後の様子

　㈱伊万里木材市場は佐賀県伊万里市に本社を持つ、原木・素材
市場です。九州各地に支所を持ち、ここ大分県由布市にも営業所
を構えて 12 年目になります。以来、大分の皆様に支えられ原木
の集荷・システム販売を行っており、2018 年の素材取扱量は約
10 万 4千㎥になりました。
　現在 伊万里木材市場 大分営業所では、市場を核として、立木の
購入や伐採、造林から下刈りまで、林業全体に業務を展開してい
ます。

　「森林整備事業」のノウハウを生かし、2017 年から
新規に立ち上げたのが、「長期山づくり経営委託事業」
です。
５年だけでなく、もっと長期に預かってほしい、とい
う山主様のお声から生まれました。
　お客様の所有する山林ひとつひとつの樹種や林齢な
どから、山ごとの経営プランを立て、間伐や皆伐、そ
の後の造林などをトータルで管理していく事業です。
おかげさまで豊後大野市エリアを中心に委託を頂いて
います。
　責任も重く、簡単な事業ではありませんが、今後も
大分の山林・林業の活性化に貢献すべく、取組みを
続けてゆきます。

【大分営業所】　大分県由布市庄内町大龍 1208-1
　ＴＥＬ　097-586-2210　ＦＡＸ　097-586-2230
ホームページ　　http://www.imarimokuzai.co.jp
森林整備ブログ　http://imarimokuzai.blog.fc2.com
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大分県認定
林業事業体一覧

2019.9.11 現在　92 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

[ 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

[ 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
石川商店 宇佐市四日市4463-12 0978-32-3320
久恒山林㈱ 中津市大字上宮永3-1 0979-22-7944
㈱大分原木流通 中津市三光下深水934-2
㈱ＡＮＫＨ 中津市三光臼木1091-3

[ 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   日田市内河野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

㈱酒井林業   玖珠郡玖珠町大字太田241-1 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

㈱九州林機

㈱リタプラス

穴井林業

  日田市天瀬町女子畑590-32

  日田市大山町西大山3836-1 0973-52-3535

  日田市大字東有田2137-4 0973-24-8164

0973-57-2178

㈲石井重機  日田市前津江町大野 700 0973-53-2755

高田林業   玖珠郡玖珠町大字森942-4 090-7159-8104

㈲キヨタキナーセリー   日田市大山町西大山5924-1 0973-52-3339

0979-43-2881

0979-43-5038

[ 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㈱ 佐伯市大字青山4047番地 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
㈱　山克 佐伯市直川大字上直見1740 0972-58-3097
(同)　旭峰 佐伯市宇目大字木浦鉱山342 0972-55-4677

㈱　山王 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

㈱松木林業 佐伯市中村北町2-21 0972-28-5158
甲斐林業 佐伯市宇目大字小野市4973-1 0972-54-3617
㈱大心産業 佐伯市宇目大字千束811 0972-53-2331

㈱日誠 佐伯市直川字下直見2538番地 0972-25-5300

[ 豊肥 ]

[ 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㈲ 臼杵市野津町大字宮原2847-18 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

㈱伊万里木材大分営業所 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
ワタミファーム＆エナジー㈱ 臼杵市野津町亀甲4013-1 0974-24-3020

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

㈱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

㈱藤本林産 竹田市久住町大字久住6412 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

(同) 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

㈱フォレストテック 豊後大野市三重町市場22番地1 0974-22-2668

㈱頂 竹田市荻町馬場481番地1 0974-68-3777
㈱ジオグリーン 豊後大野市三重町百枝2106-3 0974-22-3367
㈱エフバイオス 豊後大野市三重町菅生1-39 0974-22-7343

隆昇工業 大分市小原団地２Ａ2-26 097-510-5075

田中林業 佐伯市本匠大字笠掛1375-1下ノ原住宅D-4 090-7534-6564
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