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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
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・研修を修了した対象者が、新型コロナウイルス

の感染拡大によって経済的に困窮している状況

を、自伐型林業の技術・知識を駆使して自ら乗り

越えられるようになっている。

・生活困窮者のキャリア

アップと生活改善

・研修修了生に対する

アンケート

・研修修了生に対する

アンケートの実施

・同ウイルスの感染拡大の影響を受け、ライフス

タイルの見直しを図ろうという意欲のある人たちを

サポートする体制が整備強化される。

・生活困窮者を対象とし

た自伐型林業研修事業

および相談対応の実施

体制が整う

・研修中の相談対応、

受講生の研修記録

・研修生に対するヒアリ

ングの実施

研修参加者の今後のライフスタイルに合わせて、

自伐型林業を組み合わせた仕事の提案や相談を

個別に行った。みなさん、自然に関わる仕事をし

ながら、環境にいい場所で生活しながら、地域の

環境を保全しながら、さらにそれを多くに人に伝え

ていきたいという意識の高い人が多かった。

・就労者数　20名

・間伐面積　3ha

・林道敷設距離　1ｋｍ

・就労者数　9名

・間伐面積　3ha

・林道敷設距離　1ｋｍ

目標の就労者数にはとどかなかったが、少人数

で安全に、それぞれのレベルに合わせた実地研

修をすることが出来た。研修参加者は、アウトドア

事業など他の仕事も行いながらの参加であった

ため、日程調整などに苦労した。

木材加工、薪炭づくりの技術を習得しする。木材

を市場に出すだけではなく6次産業化で収益を得

る仕組みが構築される状態を目指す。

・製品の生産量 ・薪＠2万円/㎥×25㎥

＝50万円　

　

・炭＠500円/㎏×500kg

＝25万円　

　

・ホダ木＠1000円/本×

500本＝50万円

・建材、クラフト材料等

生産量　5㎥

・薪＠2万円/㎥×30㎥

＝50万円　

　

・炭＠500円/㎏×300kg

＝15万円　

　

・ホダ木＠1000円/本×

500本＝50万円

・建材、クラフト材料等

生産量　1㎥

伐採した木を搬出し、薪などの商品に加工すると

ころまでを一連の流れで行うことが出来たので、

収益化のイメージを掴んでもらくことが出来た。と

同時に山の木をお金に変えていく難しさも理解し

てもらえた。コロナの影響で製材機の納入が遅れ

たため、製材の実習が出来なかったが、今後も

継続して実習をおこない、より収益性の高い製品

を開発していきたい。

・整備する森が、水源涵養機能が高く生物の多様

性のが豊かな森となっている状態を目指す。

・植物の種数

・ha当たりの樹木の断

面積合計

・植物数整備前の1.5倍

・ha当たりの樹木の断

面積合計50㎡以下

・植物数についてはすぐ

に変化が出ない為、継

続的に調査する。

・ha当たりの樹木の断

面積合計57㎡→50㎡

受益者：利根川の水を利用する首都圏の人々

課題：森林が荒廃し、水源涵養機能が低下してい

る可能性がある。

半径5.65ｍの円形調査区を設定し、調査したとこ

ろ、その立木本数は、17本（直径5ｃｍ以上）で

あった。従って1700本／ha（ha当たりの樹木の断

面積合計57㎡）であった。

標準地内の立木を2本間伐した。このため、残存

本数1500本／ha（ha当たりの樹木の断面積合計

50㎡）となった。

事業完了報告書 （特定非営利活動法人奥利根水源地域ネットワーク）

事業名: 新型コロナウイルス対応緊急支援助成事業
資金分配団体名: 特定非営利活動法人地球と未来の環境基金
実行団体名: 特定非営利活動法人奥利根水源地域ネットワーク

事業実施概要

みなかみ町は、観光業が盛んな地域で、１年の中で繁忙期と閑散期、休日と平日で仕事量に大きな差が、コロナの影響でさらに仕事が少なくなっている現状がある。特にアウトドア

スポーツに取り組む事業者には、世界大会にも出場するような選手も多く在住している。観光業に携わる人々が年間を通じて安定的に生活していくために、仕事量の少ない時期に

副業的に自伐型林業に取り組める技術研修と資格の習得を実施した。バックホーを購入し、実地研修として作業道を1ｋｍ開削した。9月からは、選木、伐木、造材、搬出の研修をお

こない、安全に作業が出来るスキルを身に着けた。研修参加者は9名。講師を招聘しての研修を延べ、10日間実施し、岩手県九戸村に先進地視察を実施した。

実施時期: 2020年12月～2021年12月
事業対象地域: 群馬県
事業対象者: 自伐型林業に取り組む失業者

課題設定、事業設計に関する振り返り

研修参加者を20名程度想定していたが、継続的に参加できたのは、9名であった。参加日数は平均41日であったが、最大88日から2日までと差が出来てしまった。1日あたりの研

修参加者は2名から5名程度で、それぞれの実力や体力に合わせて研修をおこなうことが出来た。研修参加者の多くは、アウトドア事業や観光業などに関わっており、コロナの状況

により、研修の参加できる日数に差が出来てしまった。天候などにも左右されたが、雨天時でもできる薪割作りや木材加工などの研修を組み合わせて、参加者のスケジュールに合

わせて研修を実施することが出来た。コロナの影響で、製材機の到着が遅れ、製材機を使った研修を実施することが出来なかった。薪、炭、加工製品の販売ルートの確保にはまだ

課題はあるが、今後、この事業で身に着けた技術を生かし、研修参加者が自ら収益を得ることが出来る様にサポートしていきたい。

③今回の事業実施で達成される状態

（アウトプット）
④指標 ⑤目標値・目標状態 ⑥結果 ⑦考察

20名が自伐型林業に取り組めるスキルを身に着

ける。そのうち10名は作業道作りもできるスキル

を身に着ける。初心者は、みなかみ町が実施する

自伐型林業研修と連携し、研修を実施する。その

後、町内の自伐林業グループでの実地研修を行

う。

・自伐型林業に関る人

の数

・間伐した森林面積

・作業道の敷設距離



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に目標とする状況）*

Ⅴ．活動

Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット　※事業完了月の月次収支管理簿の金額を入力ください。（精算金額と一致させる必要はありません）

補足説明

簡易製材機を使った建材、クラフト材料等

の加工 遅延あり
コロナの影響で製材機の納入が遅れたために、製材機を使っての作業は出来なかったが、間伐材を利用したクラフト材料の制作や木工

製品の試作をする事は出来た。今後は、製材機を活用して更なる間伐材の有効活用を目指していきたい。

実地研修を兼ねた間伐作業と作業道整備

計画通り

計画予定の作業道1ｋｍと3ヘクタールの間伐を実施することが出来た。今後も、新規で自伐型林業に取り組みたいと考える人々の研修の

場として受け入れ態勢を整備していきたい。

計画額

9,498,580

480,000

実績額

9,682,844

379,000

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

SDGｓの一環で多くに企業が森林に対して興味を持ち始めていると感じている。実際に、整備している森林を企業研修の一環で訪れ、林業体験をさせて欲しいという依頼も増えてき

ている。今後は、この様な企業と連携し、活動が進められる可能性を感じている。単なる素材を販売するだけの関係ではなく、森林環境の整備も含めていろいろな企業と連携して事

業を推進していくことが必要と思われます。この流れは、今後益々加速すると思われるので、新たな森と人との関係を作れるように力を入れていきたい。

課題を取り巻く変化

100.8%

101.9%

管理的経費 79.0%
事業費

直接事業費

9,978,580 10,061,844合計

執行率

間伐材を利用した原木マイタケの生産（ミズ

ナラを15cmに玉切り、培養袋に入れ高温

殺菌、植菌、培養、伏せこみ作業）
ほぼ計画通り

舞茸の生産の一連の流れを実地研修することが出来た。今後は、通常の菌床栽培の舞茸との差別化を図り、特産品としてブランド化して

いきたい。しかしながら、収穫時期が9月半ばからの20日間ほどに限られるため、流通体制を整えて、集中的に販売する必要がある。ま

た、完熟した榾木の販売も行っていく必要もある。

2021年12月までは、町内のアウトドア事業者を含め観光業に関わる事業者は、国の給付金等で何とかしのいできているが、限界にきていると思われる。もともと繁忙期と閑散期の

差が大きな業種のため、通年雇用がなかなか難しい状況のなか、コロナの影響により、今後は、ますます常勤でのスタッフの確保は難しくなるであろうと推測されます。そのため、

伐採や重機の取り扱いが出来るスキルを身に着けているという事は、林業に関らずいろいろな仕事をしていくうえでも大きな自信につながると思われます。実際、自伐型林業にこだ

わらなければ、森林組合はじめ林業事業体での求人は、ウッドショックの影響もあり増えているように感じられます。今後は、様々な形で森林や林業、木材に関る仕事に従事する

人を一人でも増やしていきたいと思います。

みなかみ町、みなかみ町森林活用協議会

オークビレッジ

一般社団法人九戸山賊

みなかみ町が進める自伐型林業の推進事業と連携し、参加者の募集や勉強会を実施した。

みなかみ町で伐採した広葉樹を活用した家具やヘッドフォンの製品化を行った。今後も連携していく。

視察研修をおこない、広葉樹施業の方法と林産物の加工方法等を学んだ。今後も連携して、日本の広葉樹の素晴らしさを広めていきたい。

連携先 実施内容・結果

植生調査（間伐作業をする森林の植生や

森の状態、ha当たりの樹木の断面積合計

を調査する）
計画通り

1年では、森林の変化を確認する事は難しいので、今後も継続的にモニタリングをおこない、森林のより良い状態をデーターで確認できる

ようにしていきたい。

間伐材を利用した薪、炭の製造
ほぼ計画通り

炭の製造が計画の500ｋｇから300ｋｇに減ってしまったが、薪は計画の25㎥よりも多い30㎥を作ることが出来た。今後は、これらの製品の

安定的な供給と販路の開拓をしていく必要がある。

作業道敷設研修（講師を招聘して、ミニユン

ボを使っての林道の敷設作業研修。3日間

×2回） ほぼ計画通り

4月に3日間、徳島の橋本氏を招聘し、研修をおこなった。10月に奈良の野村氏、11月には、徳島の橋本氏を招聘した研修を実施した。

（延べ5日間）　4月と11月の研修の間にも、実地研修として現場での研修をおこなっていたので、研修参加者にとって、より理解が進んだ

と思われる。今後も基本を復習したり、ヒヤリハットなどを共有する事により、技術の向上に努めていきたい。

資器材整備（小型ユンボ、簡易製材機） 計画通り
コロナの影響により、製材機の納入が遅れたが、どちらも整備することが出来た。これらの資器材を有効に活用して、自伐型林業に参入

する人を増やしていきたい。

自伐型林業勉強会（自伐型林業に関心の

ある人を対象に勉強会を開催、町内で活動

する団体の山の見学、他地域への視察）
遅延あり

計画では、毎月、町内で活動する団体等と勉強会や見学会を実施する予定であったが、3月以降は、コロナの影響もあり、思

うように活動することが出来なかった。他地域への視察については、岩手県九戸村の九戸山賊、宮城県大崎市のＮPO法人し

んりんを視察することが出来た。今後も、自伐型林業に取組む人々と交流しながら、この分野に参入する人を増やしていけれ

ばと思う。

自伐型林業研修会（講師を招聘して、伐

木、造材、選木の研修会。3日間×2回）
ほぼ計画通り

4月に3日間、奈良の原田氏を招聘し、研修をおこなった。11月に2日間、徳島の橋本氏を招聘した研修を実施した。（延べ5日間）4月と11

月の研修の間にも、実地研修として現場での研修をおこなっていたので、研修参加者にとって、より理解が進んだと思われる。今後も基本

を復習したり、ヒヤリハットなどを共有する事により、技術の向上に努めていきたい。

活動 進捗 概要

事業実施以降に目標とする状況
みなかみ町で副業的に20名が自伐型林業やそこから得られる林産物等を加工、販売し収益を得られる体制を構築する。そのうち10名以上がしっかりとした作業道作りもできる技

術を身に着ける。作業道を年間1km開削する。薪25㎥、炭500kg、原木マイタケのホダ木500本、建材、クラフト材料等5㎥を生産する。

考察等

研修参加者は、アウトドアガイドや農業などを中心に活動する方たちで、季節により繁忙期と閑散期の差があり、また天候などによっても仕事が左右されるため、不安定である。そ

の点、自伐型林業であれば、それぞれのスケジュールにより作業内容や業務量を調節することが出来るので、空いた時間を有効活用することが出来る。しかし、山の中での伐採作

業などは、危険が伴うため単独での作業はできない。そのため、数名のチームを作る必要があるが、これをどの様な体制で組織していくかが今後の課題である。また、今回の研修

では、山に作業道を作り、伐採、搬出、加工、販売までの一連の流れを研修することが出来た。今後、それぞれが活動していくにあたり、収益化のイメージはつかめたと思う。しかし

ながら、作った製品の販売ルートや方法については、まだまだ弱いため、行政や商工会等と連携し、販売ルートを開発する事が急務である。また、環境に配慮された林業により作ら

れていることをアピールし、ブランド力を高めていく必要がある。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

内容

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等　当該事業費を使って製作したもの

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。

（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査

内部監査

実施予定はない

①規程類※の整備実績 

　
※規程類：定款・規程及び準ずる文書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況

4.報告書等

広報内容

3.広報制作物、購入物等でシンボルマークの活用方法（事例）

特に無し

特に無し

特に無し

特に無し

自由記述

特に無し

3.関連する規程類や資金提供契約の定めどおり情報公開を行っていますか。

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していました

か。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか。

はい

いいえ

7.本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、また

は受領していますか。
いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と比較して、整備状況がどの

ように改善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開しています

か。

4.変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。

完了

②ガバナンス・コンプライアンス体制

未公開

変更はなかった

状況 内容

はい

2. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。 はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されています

か。
はい


