
秋田県林業労働力の確保の促進に関する基本計画書

（計画期間：平成 29年度～）

平成 29年 4月

秋  田  県
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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

１． 本県林業を取り巻く情勢

本県の林業総生産額は、昭和 54 年度の 494 億円をピークに減少傾向にあ

り、平成 14 年度には 76 億円となった。その後、微増しており、平成 26 年

度は 109 億 8,200 万円で、前年に比べ 12.4％増加した。一方、平成 26 年度

の木材、木製品に家具・装備品、パルプ・紙を加えた木材関連の出荷額は

1,347 億 5,000 万円で、県総出荷額の 11.1%を占めており、本県の重要な地

場産業となっている。

森林面積は、県土の 71%（82 万 ha）を占め、このうち民有林は森林面積

の 55％（44 万 7 千 ha）で、全国的に見ると国有林の占める割合が高い県

である。

また、森林蓄積は 1 億 7 千万㎥で、うち民有林が 67％を占めている。民

有林の 1ha 当たり蓄積は 255 ㎥で年々その成熟度を高めている。 

一方、民有林面積の 19％が 35 年以下の若・幼齢林であり、下刈や除間伐

などの保育が必要な時期にあるが、木材の需要増加により 10 齢級以上の皆

伐が増えていることから、低コストな再造林の推進が課題となっている。 

山林を所有する林家は、27,697 戸で 3ha 以下の林家が 60%、5ha 以下の林

家が 77%で、零細な所有構造となっている。また、林家の 64.2％は農家林家

であるが、サラリーマンなど恒常的勤務に就いている非農家林家の割合が大

きくなってきている。 

生産性の向上や山村の生活環境整備の基盤となる林道は、整備総延長

4,568km、林道密度 10.3m/ha を目標（平成 48 年度末）としており、平成 26

年度末の整備総延長は 3,118km で、目標に対する整備率は 70％となってい

る。作業道は、造林事業、間伐事業、高能率生産団地路網整備事業などで実

施されており、平成 26 年度の作設延長は 639.3km、年度末の作業道開設延

長は 6,058km となった。高密路網を整備するうえで、林内道路開設の進捗が

強く望まれている。 
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２． 林業労働力の動向

森林の管理・林業の活性化の基盤である山村では、依然として人口の減

少と高齢化が進んでいる。平成 27年度の林業雇用労働者数は 1,407人で、

植栽や保育事業の減少等から減少傾向が続いているが、年中作業ができる

素材生産量が増加傾向であり、短期雇用から長期雇用へシフトし労働力を

確保している。

年齢構成を見ると、60 歳以上の割合が 36％を占め、高齢化率が高いも

のの、「緑の雇用」や各種メディアで林業が取り上げられた効果により、

徐々に若返りが図られ、新規採用者はここ数年 140 人から 150 人で推移

し、新規学卒者も増加してきている。

表１ 林業労働者の年齢構成 

単位：人

区分 ～29 30～39 40～49 50～59 60～ 計 

昭和 60 年度 111 491 1,478 2,001 454 4,535

平成元年度 68 280 819 1,328 365 2,860

平成 6年度 55 119 400 887 907 2,368

平成 10 年度 90 143 356 731 880 2,200

平成 20 年度 123 175 189 505 786 1,778

平成 25 年度 142 234 227 361 580 1,544

平成 27 年度 157 259 211 269 511 1,407

資料：林業事業体調査（森林整備課） 
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図１ 年齢構成別従事者の推移

新規

学卒

図２ 林業労働者の参入状況

資料：林業事業体調査（森林整備課）

資料：林業事業体調査（森林整備課）
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３． 林業事業体の雇用管理の現状

就労日数210日以上の林業労働者の割合を比較すると、平成10年は39%
であったが、平成 27 年は 55％になっている。これは季節的制約のある造

林事業を主に行っている個人事業体が事業量の減少とともに少なくなり、

年間を通して事業を確保できる素材生産を主に行う事業体が増えている

結果と言える。しかし未だ約 4 割が短期雇用者である。（表２）

労災保険ほか年金等については、加入率が上がってきており、（公財）

秋田県林業労働対策基金の助成制度の効果が現れてきている。

    しかし他産業と比べ高い数字とは言えないため、特に社会保険加入率

向上に努める必要がある。（表３）

林業労働災害発生状況についてみると、死傷者数は高性能林業機械の導

入もあり、減少傾向であったが、平成 27 年は死傷者、死亡者ともに増加

した。

    労働災害の発生原因は、被災者の不注意によるものが大半であり、安

全衛生指導員を活用した現場指導を徹底し、林業労働者個々の安全意識

を高める必要がある。

    また、林業事業体が安全診断の受診や労働安全衛生マネジメントシス

テムに即した安全衛生計画を作成するなど、安全衛生に対する意識を強

くしていかなければならない。（表４）

表２  就労日数別林業労働者数 

単位：人 

区分 
会 社 森林組合 個人事業体等 合 計 

～209 210～ 計 ～209 210～ 計 ～209 210～ 計 ～209 210～ 計 

平成 6年度 311 371 682 357 193 550 817 319 1,136 1,485 883 2,368

平成10年度 421 536 957 404 175 579 512 152 664 1,337 863 2,200

平成15年度 320 409 729 311 179 490 525 120 645 1,156 708 1,864

平成20年度 405 488 893 207 202 409 387 89 476 999 779 1,788

平成25年度 353 654 1,007 93 179 272 200 65 265 646 898 1,544

平成27年度 395 602 997 126 137 263 117 30 147 638 769 1,407

資料：林業事業体調査（森林整備課）



- 5 - 

表３  社会保険等への加入状況 

単位：(%)、人

区分 労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金等 退職金共済

平成 6年度 (100) (53) (42) (38) (43)

  2,368 1,257 1,000 955 1,085

平成 10 年度 (100) (61) (50) (41) (49)

  2,200 1,338 1,085 884 1,066

平成 15 年度 (93) (51) (49) (41) (53)

 1,737 955 915 773 989

平成 20 年度 (94) (52) (53) (47) (41)

 1,677 918 935 829 746

平成 25 年度 (96) (71) (70) (66) (55)

  1,485 1,097 1,083 1,018 855

平成 27 年度 (90)

1,263

(71)

999

(81)

1,145

(69)

985

(58)

815

資料：林業事業体調査（森林整備課） 

表４ 林業労働災害発生状況の推移 

単位：人

区分 H5 H10 H15 H20 H25 H26 H27 
死傷者 129 69 58 44 38 38 46
死亡者 1 4 4 1 3 0 3

資料：秋田労働局

４． 林業事業体の経営動向

認定事業体の形態は、施業の一部に特化せず、植林から素材生産までの

一連の施業のほか、森林病害虫の防除事業の受託や木材加工への参入、ま

た自社有林を増やすなど、年間の事業を確保できるよう多角化が見られる。

民有林は 75％を占めている私有林の所有形態の多くは零細で分散化し

ており、まとまりのある団地での集約的な森林施業を実行することが難し

い環境にあるため、林業事業体が、森林経営計画を受託するなどして集約

化を図ることが必要である。 

 林業の機械化推進については、効果的な作業による低コスト生産体制の
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確立、安全作業による労働災害撲滅及び若年労働者の林業に対する３K の

イメージを払拭させる等の効果が期待できる。県内において高性能林業機

械は平成元年度から導入されており、平成 26 年度現在 198 台が林業事業

体で稼働している。
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Ⅱ．林業労働力の確保の促進に関する方針 

本県の森林資源は、昭和 44 年から展開された年間 1 万 ha 造林運動等によ

り整備が進み、スギ人工林面積と蓄積は全国一に達し、素材生産量も平成 27
年度は 1,239 千㎥で昭和 60 年代の生産量まで回復しており、今後木質バイオ

マス用チップ生産の増加など、新たな需要により、さらに増加すると見込まれ

る。

  このため、木材価格の低迷や、山村地域の過疎化、高齢化等が進行してい

る厳しい林業情勢であるが、増加が見込まれる素材生産への対応と皆伐跡地

への再造林と、山村の振興及び森林の有する多面的機能の推進を図るため、

林業従事者を安定的に確保・育成するとともに、福祉の向上、就労条件の改

善、労働安全衛生の充実を図ることが重要である。

  このような状況を踏まえ、林業労働力の確保促進を図るため、次の基本方

向を定める。

  なお、雇用管理の改善及び事業の合理化の一体的かつ総合的な推進に当た

っては、秋田県林業労働力確保支援センター（以下、「支援センター」という。）

を中核として支援体制を整備するとともに、改善意欲の強い認定事業体に対

し、効果的に支援措置を講ずるものとする。

(1) 林業事業体の経営基盤強化を図り、若者が新規参入できる環境を整備す

る。

①  支援センターによる事業体指導体制を強化し、経営体質の改善を図

り、新規参入者の受け皿と成りうる事業体を育成する。

②  秋田県森林組合連合会が実施する「緑の雇用」現場技能者育成推進

事業や、（公財）秋田県林業労働対策基金が実施する、ニューグリンー

ンマイスター育成学校を活用し、若い林業技能者の育成に努める。

(2)  雇用管理の改善は、事業主の事業の合理化と密接に関連していることか

ら、雇用管理の改善並びに事業量の安定確保、高性能林業機械等の導入及

びその活用のための林内路網の整備による事業の合理化を一体的かつ総

合的に促進する。

(3)  労働時間の短縮や月給制の採用、通年雇用化や社会保険への加入促進の

ほか、労働災害防止対策の強化や福利厚生施設の充実を図り、労働条件の

向上及び労働環境の整備を図る。

(4)  県は、秋田県林業トップランナー養成研修（秋田林業大学校）を核とし

た就業者対策を強化する。



- 8 - 

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合理化を促進するための措置に関する事項 

１． 雇用管理の改善を促進するための措置

(1) 雇用管理体制の充実と雇用関係の明確化

事業所における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

者を雇用する事業所については、雇用管理者の選任に努めるとともに、選任

された雇用管理者の資質の向上を図るために研修の受講を促進する。

雇用関係の明確化を図るためには、雇入れの主体を明確にすることが必要

であり、このため、雇入時に事業主の氏名又は名称、雇用期間等を記した雇

入通知書の交付に努めるよう普及啓発を促進する。

また、形式上は請負のような形をとっていても実態においては事業発注者

との間に使用従属関係が認められる場合には、「労働者」となることについ

て普及啓発を促進する。

(2) 雇用の安定化

雇用の安定化を図るためには、林業労働者の常用化・月給化を進めること

が基本であり、それには事業量の安定的確保が重要となる。

(3) 労働条件の改善

若年者のニーズに対応するとともに、林業労働を魅力あるものとするため、

労働時間の短縮を促進する。

また、常用化に併せて社会・労働保険への加入促進が図られるよう制度に

係る一層の啓発・指導を推進する。

さらに、労働災害防止計画等を踏まえ、災害が多く発生している伐木作業

等における安全な作業方法の定着等による労働災害の防止、高性能林業機械

の導入等による振動機械の操作時間の短縮、労働強度の軽減等を図り、労働

者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。

(4) 募集・採用の改善と林業技能者の育成

求人に当たっては、支援センターの指導活動を通して、明確な求人条件の

設定等による効果的な募集方法の啓発に努める。

高校生に対しては、林業の関心を高めてもらうため、多くの高校生が参加

できる林業体験の機会を増やすほか、県林業研究研修センターが実施する一

日林業大学校等への参加を呼びかけ、林業労働に対する高揚に努める。
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また、新規就業者に対しては「ニューグリーンマイスター育成学校」や「緑

の雇用」現場技能者育成推進事業で、林業に必要な基礎知識の習得、各種資

格取得及び高性能林業機械操作訓練を行い、林業の担い手を育成する。

２． 事業の合理化を促進するための措置

(1) 事業量の安定的確保

事業主が事業の合理化を進めるためには、事業量の安定的確保を図るこ

とが必要である。しかし、大半の私有林は零細な所有規模であるため、個々

の森林所有者が単独で効率的な施行を実施することは困難であるため、事

業主による施業の集約化を推進することが必要である。

このため、小規模森林所有者の森林を取りまとめて、森林施業の方針や

施業の事業収支を明らかにしたデータを掲示しつつ、事業主が積極的に森

林施業の実施を働きかけ、効率的な施業を実施することが必要である。

(2) 生産性の向上

生産性の向上を図るためには、高性能林業機械の導入による森林施業の

機械化は不可欠であり、また機械化は、生産性の向上に加えて労働強度の

軽減、労働安全衛生の確保、労働力確保のためのイメージアップにも資す

るものである。

このため、スギ資源の成熟した地域に配置した高能率生産団地等を中心

に林内路網の整備を促進し、高性能林業機械を組み合わせた低コスト作業

システムの普及定着、その整備に必要な人材の育成に向けた取り組みを実

施する。

３． 労働環境の改善等の実施を図るために講じようとする施策

(1) 雇用管理体制の充実を図るための雇用管理者の選任について普及啓発

するとともに、支援センターは雇用管理者研修等を開催する。

 また、雇用関係の明確化を図るため、事業主に対して支援センターの

指導により雇用管理に関する文書交付の趣旨徹底を図る。

(2)  雇用の安定化と事業量の安定的確保を図るため、国有林と民有林との

緊密な連携を図りつつ、それぞれの施策・事業の調整を図る。

(3)  他産業並みの労働条件の整備を図るため、(公財)秋田県林業労働対策基

金の助成制度を効果的に活用し、事業主に対し技能講習経費、定着奨励、

労働災害保険、退職金共済掛金等の助成をする。
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 また、労働災害防止対策研修会を実施するとともに、労働環境施設整

備についても助成を行う。

(4)  生産基盤の整備については、高性能林業機械作業システムを考慮し、

森林作業道を含めた路網整備の促進を図る。

 また、高性能林業機械の導入に当たっては、国・県の各種補助事業制

度や林業・木材産業改善資金等融資制度の有効活用に関する普及に努め

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

のための措置に関する事項 

１． 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する施策

(1) 新規就業者に対し、ニューグリーンマイスター育成学校や「緑の雇用」

現場技能者育成推進事業により、林業の技術研修を実施する。

(2) 森林施業を行う林家の後継者等に対しては、林業技術交換研修等の受

講を促すほか、森林・林業改善資金や日本政策金融公庫資金の活用を促進

する。

(3) 秋田林業大学校で、林業への就業前研修を実施し、林業機械による低

コスト生産や、木材に関する幅広い知識や技術を有した、将来地域や企業

のリーダーとなる人材を育成する。

Ⅴ．その他林業労働力の確保の促進に関する事項 

１． 支援センターの業務運営

支援センターの業務の運営に当たっては、その円滑な運営が図られるよう、

国、県、市町村、森林組合等の関係機関が密接な連携・協力を行うよう努め

る。

２． 林業関係者等との理解と協力

 秋田県森林組合連合会、秋田県素材生産流通協同組合会等地域林業の中核

をなす林業団体は、一致協力して雇用管理の改善と事業の合理化が促進され

るよう、構成員の指導強化に努める。

３． 森林・林業や山村に対する県民の理解の促進

 森林に対する県民の関心が高まりを見せている中、各地で森林の整備・保

全活動に参加する人たちが増加している。このような取組を通じて、森林・

林業について県民の理解の向上に努める。

 そのため、森林ボランティア活動を総合的にサポートする「あきた森づく

り活動サポートセンター」が、森づくり活動に県民が気軽に参加できるよう

サポートしていく。
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４． 教育機関との連携促進

 県教育庁と高校生の就職に関する情報を共有するとともに、県や関係団体

は森林・林業関係に興味のある高校生や新規就業希望者に対して、就業体験

研修を実施する。

また県林業研究研修センターでは、一日林業大学校や、秋田林業大学校出

前講座を開催し、林業大学校の研修や林業について PRを行う。

参考：

○（公益財団法人）秋田県林業労働対策基金について

    県、市町村及び林業事業体で、この法人の趣旨に賛同された方々の出捐金を基本

財産として次の事業を実施している。

  (1)林業従事者の確保
(2)林業従事者の就労条件の改善に関する事業
(3)林業従事者の林業労働に係る安全と衛生の確保に関する事業
(4)森林管理の重要性の普及及び啓発に関する事業
(5)林業労働力の確保の促進に関する法律第 12条各号に掲げる事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
また、「林業労働力の確保の促進に関する法律」11条の定めることにより、平成 8
年に秋田県知事から「林業労働力確保支援センター」に指定されている。

○林業労働力の確保の促進に関する法律（関係部分抜粋）

第十一条  都道府県知事は、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化並び

に新たに林業に就業しようとする者の就業を支援することにより林業労働力の確

保を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定

する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ

り、都道府県ごとに一個に限り、林業労働力確保支援センター（以下「センター」

という。）として指定することができる。

第十二条  センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとす

る。

一  認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。

二  新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方
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法を実地に習得するための研修その他の就業の準備に必要な資金であって政令で定め

るものの貸付けを行うこと。

三  認定事業主に対し、認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対する前号の

資金の支給に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。

四  認定事業主に対し、森林施業の効率化又は森林施業における身体の負担の軽減に資

する程度が著しく高く、かつ、事業主の事業の合理化に寄与する林業機械で農林水産

大臣が定めるものの貸付けを行うこと。

五  林業労働者に対する前号の林業機械の利用に関する技術の研修及び雇用管理者に

対する研修を行うこと。

六  林業労働力の確保の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

七  林業労働力の確保の促進に関する調査研究及び啓発活動を行うこと。

八  前各号に掲げるもののほか、林業労働力の確保の促進を図るために必要な業務を行

うこと。


