
Version 3.2

日付： 2021年12月16日

小さな林業（自伐及び自伐型）に取り組もうとする失業者、生活困窮者、及び先の者を雇用しようとする自伐林家、自伐型林業者

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。

①受益者 ②課題
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足

生活困窮者 就業困難

生活困窮者 就業困難

生活困窮者 就業困難

コロナで影

響を受ける

従事者

相談先の不

足

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に目標とする状況）*

事業実施以降に目標とする状況 天竜地域において、持続可能な環境保全型の小さな林業の研修会の基盤整備がされ、継続的な研修の実施と事業継続支援がおこなわれ、新たな雇用や働く場が生まれている。

考察等
研修施設の改修整備、クローラーキャリーの購入、チェーンソーや安全装備の購入が完了したことにより、継続的に研修会を実施する為の基盤が整備された。

今後は継続的に研修会を開くための財源と、研修現場の確保が課題である。

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

・相談件数、相談内容やその

対応方法に関するレポート

・研修生を対象にアンケートを実

施

・定期的な見学会や説明会の開催、SNSを始めとした継

続的な情報発信などが重要である。

新規に就業した者に現場研修（OJT)がおこなわ

れている

OJTの実施日数

OJT実施延べ人数

・OJT実施日数　90日

・OJT実施延べ人数　90名

・OJT実施日数　142.5日

・OJT実施延べ人数　143名

・継続的な雇用や現場研修実施に伴う施業地の確保、

また複数の現場を同時に進行させていく為の重機の整

備などが課題である。

・地域内で独立し、環境保全型で小規模な林業を実践

し、雇用主となって現場研修を実施していける人材を育

てていくことが必要である。

・環境保全型の小さな林業で生計を立てていくことを支

援する制度や法律を整備してもらうよう、行政等に働き

かけしていく必要がある。

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

・アンケートの実施数 ・研修生を対象にアンケートを実

施

・小さな林業で独立して生計を立てていく為には、技術

の習得や必要な機材・重機の整備、良い施業地の確

保、充実した支援制度など、現状では様々な課題が立

ちはだかってくる。しかし、この小さな林業の手法は国土

の保全に関して極めて重要な役割を持っており、国民生

活の根幹を支える大切な公益事業である。国を始めとし

た行政や地域がこの環境保全型の小さな林業の大切さ

と可能性に気付き、大きく舵を切る必要性がある。

持続可能で環境保全型の小さな林業の研修会の

基盤整備がされ、継続的な研修の実施がおこな

われている。（失業者、生活困窮者等新規就労支

援、受け皿となる林家、小規模事業体の経営施

業継続支援相談）

研修会実施回数

研修会参加人数

研修研究所の整備

・研修会実施回数　６回

・研修会参加人数　

　延べ６０名

・トイレの設置、研修や宿　

　泊可能な状態に整備する

・研修会実施回数　4回

・研修会参加人数　

　延べ42名

・トイレの設置完了、研修や宿　

　泊可能な状態に整備が完了

・今後は継続的な研修会を開催する為の持続的な財源

確保が課題である。市の助成金や環境贈与税の活用、

また施業地確保による自主財源づくりなどが課題であ

る。

失業者生活困窮者の雇用がおこなわれている 雇用人数 ・3名雇用 ・3名雇用 ・継続的な雇用に伴う施業地の確保、また複数の現場を

同時に進行させていく為の重機の整備などが課題であ

る。

・地域内で独立し、環境保全型で小規模な林業を実践

し、雇用主となっていける人材を育てていくことが必要で

ある。

・環境保全型の小さな林業で生計を立てていくことを支

援する制度や法律を整備してもらうよう、行政等に働き

かけしていく必要がある。

事業実施概要

少子高齢化に伴い地域で働く場や機会が減少し、また新型コロナウィルス感染症拡大に伴い地域の中でも仕事が減り、生活に困窮する人達が出てきた。当該事業では、これらの生活困窮者や失業者を小

規模持続型林業により自立することを支援し、それと共に地域に働く場を創出することを目的とした事業を実施した。小規模持続型林業による経済的自立には必要不可欠な技術である作業道開設と間伐木

の選木技術を学ぶ道づくり・山づくり研修会の実施。林業に就業する上では欠かせない技術（伐倒、作業道開設など）を実際に現地で作業しながら学ぶOJTの実施（OJTと同時に給与も支払い生活を支

援）。小規模持続型林業に就業する上で必要な資格の取得支援（車両系建設機械、不整地運搬車等）。チェーンソーや安全装備（ヘルメットやブーツ）の無償貸与実施。小規模持続型林業の研修会や勉

強会の継続的な実施を行う為の研修施設の改修整備。林内に自生している植物を活かし、販売していくことで地域の働く場を創出する為のワークショップの開催（榊の収穫・出荷調整・販売を実施。また浜

松市内の花卉流通業者を講師として、どのような植物が販売可能かの勉強会を実施。造園業者を講師とした造園用苗木の生産・販売勉強会の実施）。天竜地区内で小規模持続型林業を実践している仲

間内で利用できる不整地運搬車の購入。

課題設定、事業設計に関する振り返り

事業計画段階から、少人数を対象に確実に就業につながる事業づくりを目標としてきたが、その目標設定は正しかったと感じている。OJTでは4名の研修生に対して平均週1～2日の頻度で研修を実施し、

必要な資格も無償で取得させ、チェーンソーや安全装備も無償貸与した。その結果、4名中3名は事業終了後も天竜小さな林業春野研究組合での就業を希望しており、1名は天竜区内の林業経営会社に

就業が決まった。

また、小規模持続型林業に精通した講師を招いての道づくり・山づくり研修も大きな成果につながったと実感している。生活困窮者や失業者の技術研修は勿論、天竜区内から林業家、森林組合従事者、大

工など多くの方々からの申し込みが集まり、小規模持続型林業に対するニーズの高さを実感すると共に、小規模持続型林業に対する認知度が高まった。

一方、地域の働く場づくりを目的としたワークショップの開催には、今後の課題が残ったと感じている。実際に榊やヒサカキ、アセビ、ヤマシダなどは販売可能で販売価格もその時期には良いのだが、持続

的な収穫場所の確保と担い手確保、出荷方法の確立などの課題が残った。

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

実施時期: 2020年12月～2021年11月
事業対象地域: 静岡県浜松市天竜区
事業対象者:

事業完了報告書 （実行団体）

事業名: 小規模持続型林業による地域の仕事創出事業
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: 天竜小さな林業春野研究組合

*
の

緊急助成
で
た
えた
事業



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）

事業費

2.広報制作物等　当該事業費を使って製作したもの

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）

4.報告書等

補足説明

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

・Facebookページの立上げと広報活動実施

・季刊誌「新林」取材と記事の掲載

管理的経費 0 0 #DIV/0!
合計 10,156,040 10,001,777 98.5%

計画額 実績額 執行率

直接事業費 10,156,040 10,001,777 98.5%

遠州中央農協春野支店 林内に自生する植物の収穫・調整・販売の指導

スズキ機械産業株式会社 クローラーキャリーの購入

こころ現代民家研究所 研修施設改修の図面作成、改修工事実施。

木こころ工房 研修施設の改修工事を実施。

株式会社IROHA 林内に自生する植物の収穫・調整・販売の指導

天竜林業研究会 会長を講師に招き、榊ワークショップを2回開催。ワークショップの広報にも協力。

吉野の森悠久クラブ(奈良県） 野村正夫氏を講師に招き、道づくり・山づくり研修会を4回、計8日間開催。

株式会社ナインスケッチ 代表の田中俊光氏を招き、苗掘りワークショップを開催。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

・OJT研修生の1人が隣町の伝統工法で家づくりをおこなう大工集団を紹介してくれ、大工さん達が山に通うようになった。大工さん達は自分が普段使う木が林内でどのように育ち、それをどのように伐採し

て搬出するのか興味があり、また地元の材をなるべく使って家づくりをしたいという願望があった為、山を案内しながら話し合いを深めた。その結果、今まで我々が市場価値が無く仕方なくチップ材として販

売していた曲がった桧や節だらけの大径木を高額で買い取ってくれるようになった。市場では無難で通直なものばかりが求められる為流通しないが、実際末端で使う大工さん達は梁に使う曲がり木や癖の

ある変木も求める需要があるという事が分かった。当初は想像していなかったが、OJT研修生の紹介のお陰で新たな事業展開が見込める連携が生まれる結果となった。

・Facebookでの投稿や研修会参加者の口コミ効果もあり、小規模持続型林業の現場を見学したいという申し込みが増えた。また、森林組合従事者や転職希望者からの就業相談も来ており、担い手確保に

つながる兆しが見えている。

・研修に参加した春野町内の2名の山主から持山の施業依頼を頂いた。

課題を取り巻く変化

・コロナの影響によりイベントなどが開催できなくなり収入が激減していた研修生の生活が、林業を始めて収入が増え安定してきた。

・今までは当地区内では林業というと森林組合や事業体で働くという選択肢がほとんどだった。森林組合や事業体では大型の作業機械や作業道を主体に施業する為、施業することのできる山が年々限ら

れてきており、特に作業道の開設や伐出の機会は減少傾向にある。しかし、個人や家族経営主体で小規模な林業を実践するこの方法では、今まで森林組合や事業体が施業不可能だとしていた山にも作

業道を開設したり、伐出する事が可能な為、需要が高まりつつある。現に研修に参加した2名の山主から、森林組合の施業できない山の作業道開設を依頼された。この傾向が強まれば、小規模持続型林

業による地域の仕事、働く場づくりが広がっていくことが期待される。

・今後も地域ではしばらく人口減少が続くことが予想され、コロナの状況が長引くことで雇用や移住者の数が減少し地域が疲弊、更なる生活困窮者が生まれることが予想される。今回事業を実施したことに

より、小さな林業の環境的な必要性と経済的な可能性、そしてこれを展開していくに当たっての課題が明確に見えてきた。小さな林業研究組合だけが組織を大きくし、雇用を抱えてしまうと従業員を養うため

に環境負荷を高める施業をおこなわなくてはならない可能性が高まり、結局は組合や事業体と同じ手法に陥る危険性がある。その為、今後は当地域内で継続的に研修会を開催し、現場研修を重ねて地域

内の各地区で独立して小さな林業を実践していくことのできる人材を育成していく必要がある。独立分散型で小さな林業が実践されることにより、継続的な雇用の受け皿を作り、各流域環境を保全する生業

を創出していく。小さな林業研究組合は地域内で独立した実践者達をつなぐハブとしての役割を果たす為の基盤を整備し（重機の取得・メンテナンス・リース、研修施設の整備、情報発信、就業相談、原木

の買取・販売・製材など）、各地域の独立した実践者を継続的に支援する。このような体制や仕組みづくりを今後実践していくよう計画中である。

連携先 実施内容・結果

小さな林業トライアル雇用、事業継続、開

業支援事業（失業者、生活困窮者等の雇

用支援、新規参入希望者開業支援、事業

継続支援事業） 計画通り

計画回数を上回るペースでのOJT実施、技術の習得を行うことができた。目標回数90回だったOJTは、結果142.5日と目標回数を大きく上回る形で達成。また資格

取得支援により車両系建設機械、不整地運搬車などの資格の取得も完了した為、小規模持続型林業での自立の基盤が整い研修内容も充実した。研修生は伐

倒、不整地運搬車の運転や林内作業車の操作などがほとんど一人でも実施可能なほどに技術を習得した。また、チェーンソーや安全装備を無償貸与したことでス

ムーズに研修に取り組むことができ、初期投資の大きなハードルも乗り越えることができた。

新規雇用創出の為の研修及び研修体制整

備事業 ほぼ計画通り

道づくり、山づくり研修は講師の体調不良により計画よりも2回減少するも内容は計画通り実施。クローラーキャリーは購入後研修会や研修現場でフル稼働中。研

修施設の改修も、計画していたトイレの改修設置、研修会場に使う広間の足固め工事が完了。

地域資源を活かし、地域内に新しい働く場

を創出する事業

ほぼ計画通り

榊の収穫・調整・販売ワークショップを2回開催。講師に天竜林業研究会の会長鈴木氏をお招きし、実際に山で自生している榊を収穫し、調整して農協の店舗にて

販売した。また、花卉の流通業者社長をお招きして林内に自生している植物で販売可能なものを調査した。林内に多く自生しているヤマシダ、ヒカゲノカズラ、ウラ

ジロシダなどが販売可能であることや、人手が確保できれば通年販売が可能であることが分かった。参加者も山主や山主の娘さん、子育て世代の女性などが多

く、子育ての合間でできる仕事の需要が多いことが判明。参加者は皆とても熱心で、収穫や出荷の方法、収穫現場の確保などの仕組みを整えれば実践していける

可能性は十分あると感じた。

また、造園家のナインスケッチ田中氏を招いての苗掘りワークショップも回数を半分に減らしたが実施。林内に自生している植物が驚くほどの高値で販売可能なこ

と、植物だけでなく山石、苔むした岩などの販売も可能性があることが分かった。但し、造園用に使うものは自然に作られた一点物が多く、計画的に生産できるもの

ばかりではないことも分かった。計画的に苗木を生産する場合、日陰環境での密植管理が必要となる為、苗木生産場所の確保、維持管理の人手確保などが課題

になりそうだ。

活動 進捗 概要



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

自由記述

上記事業の実施により、天竜区内における小規模持続型林業普及とそれによる生活困窮者、失業者等の持続的支援体制の基盤が整えられた。当地区内には代々林業を営む自伐林家も多く、持続的な林業経営もまだまだ見られる。しかし、このよう

な家族経営主体の林業家は人口としてはとても少なく、現在林業に就業を希望する者や生活困窮者、失業者のほとんどは持山の無い非山主である。その者達が林業に携わるには、他人の山の管理を請け負う自伐型林業が主体となってくるが、その

際に今回の事業で実施した研修の内容は非常に大切な技術的柱であり、今後の小規模持続型林業の普及と地域の仕事場づくりに欠かせないものになってくると実感している。また、代々林業を実践している林業家でも作業道開設などの技術は未熟

な場合も多く、今後の地区内の林業家の経営安定化、生活困窮者や就業希望者の就業支援にもつながものと思われる。今後この事業で培った基盤を更に強固なものとしていく為に、定期的な研修会開催の為の財源確保、研修施設の更なる整備、

研修現場の確保、機械設備の充実や就業相談実施などに取り組み、当地区の発展と働く場づくりに貢献していく所存である。

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）

8.内部通報制度は整備されていますか。 いいえ

必要性を感じていない為整備していない

外部監査

内部監査

実施予定はない

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

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。
はい

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

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

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。 はい

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

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

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。
未公開 自団体のwebサイトが無いため未公開

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。 変更はなかった

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 内容

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。 完了


