
日付： 2022年3月10日

Ⅰ．事業概要（総括）

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．資金分配団体としてのアウトプット（※非資金的支援部分を中心にご記載ください）

①受益者 ②課題 ③対象地域

中間支援者
事業実施上

の困難
全国

中間支援者
事業実施上

の困難
全国

実施時期:

事業完了報告書 （資金分配団体）

事業名:

資金分配団体名:

実行団体数:

事業において主たる支援対象となった者（受益者）

資金分配団体：　全国

実行団体：
・(一社)東北・広域森林マネジメント機構：青森県、

岩手県、宮城県

・(特活)奥利根水源地域ネットワーク：群馬県

・(一社)ふくい美山きときとき隊：福井県

・天竜小さな林業春野研究組合：静岡県浜松市

・九州地区自伐型林業連絡会：九州

失業者を救う自伐型林業参入支援事業 ～アフターコロナの持続・自立した生業の創出～

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金

5団体

2020年8月1日～2022年1月14日

コロナ禍による失業者・雇い止めに遭った派遣労

働者・生活困窮者
受益者の人数 79人 対象地域

事業実施概要

（事業の総括およびその価値）

（総括）

経済的・環境的に持続可能で災害に強い森づくり・森林経営手法である「自伐型林業」に取り組む5団体を採択し、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて急な解雇や意思に反する雇

い止め、経営悪化による事業休止に遭って生活が困窮し、新たな仕事とライフスタイル転換を希望する人を対象に自伐型林業技術の研修・経営指導を実施し、困窮者の地域就業かつ持続

的な生活を支援した。各団体累計で79名の研修生を受け入れ、延べ409日の研修を実施した。研修終了後も林業就業に向けて、さらなる技術習得や山林・機材確保などの積極的活動に励

む卒業生は54人だった。実行団体5団体のフィールドで、経済的に疲弊する困窮者を対象とした研修システムの土台が構築された。

（価値）

緊急支援策として、コロナ禍でも経済的打撃を受けにくい自伐型林業の技術と合わせて、ウイルスの感染リスクが比較的低い野外での就業の体験と新たなライフスタイル転換の機会を提供

できたのが価値である。また、首都や都市部に集中しがちな日本の経済・社会構造は、パンデミックや大災害の際に民間企業が打撃を受けやすく脆弱であるが、新しい生き方と社会の仕組

みを広く提案できた。

課題設定、事業設計に関する振り返り

（課題設定について）

・実行団体の当初の事業計画書について、「新型コロナウイルス対応緊急支援助成j業」という趣旨に沿った課題と目標を設定せずに各団体の事業をスタートさせてしまっていたため、助成期

間中に事業計画の変更を依頼しなければならなくなった。助成対象事業の推進で多忙なところに大きな負荷を掛けさせることになったことを反省したい。

・そもそも資金分配団体としても、コロナ禍で困窮している人たちの支援事業という視点が事業計画書の目標設定で不足していたと考える。

（事業設計について）

・実行団体の精算報告の確認にかなりの時間を要している。最終報告書類の確認（事業完了報告と精算報告）と監査の作業量を見越して、事業計画を策定するべきだった。

・特に資金分配団体のプログラムオフィサーが、事業終了までシステムのアップデートおよび資料のアップロードの作業に慣れることができず、想定外の時間を要している。

④今回の事業実施で達成される状態

（アウトプット）
⑤指標 ⑥目標値・目標状態 ⑦結果 ⑧考察

自伐型林業の技術習得できる研修システムが全国

に複数構築され、失業者等が研修を受けられる環

境ができている。そこでの研修を通じて失業者等が

地方で林業を生業としながら自活する道筋がつけら

れる。

・自伐型林業研修

・自伐型林業研修を受

講し技術習得を行った

人数のうち失業者等の

人数

・研修受講者のうち林業

就業に向けて具体的な

活動を行った人数

・研修実施日数（延べ）

／300日

・研修受講者人数／145

人（うち失業者等の人数

／100人）

・持続的な林業就業に

向けて、さらなる技術習

得や山林・機材確保な

ど、積極的な活動など

を行った人数／80人（う

ち林業就業人数／50

人）

・研修実施日数（延べ）

／405日

・研修受講者人数／79

人（うちコロナで何らか

の経済的・社会的な影

響を受けた人数／79

人）

・持続的な林業就業に

向けて、さらなる技術習

得や山林・機材確保な

ど、積極的な活動など

を行った人数／54人（う

ち林業就業人数／約40

人）

新型コロナウイルスの感染拡大に配慮するため、室内で行

う座学研修は多くの実行団体で中止せざるを得ない状況

が続いた。そのため、急なスケジュール変更、講師受入れ

体制の変更、オンライン研修への変更などの対応に追わ

れた団体も少なくなかった。研修生実施日数が当初の予

定よりも下回った団体もある。

資金分配団体で想定していた各実行団体の研修受講者人

数については、団体によっては感染防止と安全管理に配慮

した受け入れキャパシティのほうが少なかったため目標値

よりも下回ることになった。

研修システムの内容や、研修生が地域で就業する

道筋を立てるために行った支援内容などが、関係者

に共有されている

・意見交換会の開催結

果や事業成果PRの内

容

・意見交換会や事業成

果PR活動を通して、今

後の活動に活かすため

に関係者に共有できて

いる具体的な事例の数

…5事例

・意見交換会や事業成

果PR活動を通して、今

後の活動に活かすため

に関係者に共有できて

いる具体的な事例の数

…5事例（実行団体5団

体の取り組み）

オンラインの意見交換会や成果報告会を開催して、各実行

団体の活動成果（特にコロナ困窮者を対象とした支援施策

と、研修以外の就業支援について）を共有した。成果報告

会はオープンな開催として、「自伐型林業」に関心のある市

民にも参加いただいた。また、成果報告会の動画は

YouTubeでも公開しており、これからも本事業の成果をPR

していきたい。



２．実行団体のアウトプット合計　※別の様式で取りまとめている場合はそちらでの代替が可能です。シートを追加し、貼り付けください。

①受益者 ②課題 ③対象地域

生活困窮者 その他

青森県、岩

手県、宮城

県

生活困窮者 その他

青森県、岩

手県、宮城

県

生活困窮者 その他

青森県、岩

手県、宮城

県

生活困窮者 その他

青森県、岩

手県、宮城

県

生活困窮者 その他

青森県、岩

手県、宮城

県

生活困窮者 その他

青森県、岩

手県、宮城

県

コロナで影

響を受ける

従事者

就業困難 群馬県

コロナで影

響を受ける

従事者

就業困難 群馬県

その他 その他 群馬県

コロナで影

響を受ける

従事者

就業困難 群馬県

コロナで影

響を受ける

従事者

就業困難 群馬県

生活困窮者 就業困難 福井県

コロナで影

響を受ける

従事者

就業困難 福井県

生活困窮者 就業困難 福井県

④今回の事業実施で達成される状態

（アウトプット）
⑤指標 ⑥目標値・目標状態 ⑦結果 ⑧考察

研修の実施回数

研修の実施回数のカウ

ント

25回×3か所＝75回

青森25回、岩手25回、

宮城26回実施

ほぼ予定通りの回数を実施することが出来た。また、研修

の内容も予定した内容＋参加者のレベルや要望に沿った

内容になった。

重機による作業道の実績を上げられた

オンライン（もしくは現地視察）での相談会が隔月で

行われている。オンラインやHP、SNSなどのITを活

用した情報配信が行われている

オンライン相談会、現地

視察会招待数の開催実

績数

参加者延べ数100名

受付までにアクセス500

以上（現在1,000アクセ

ス）

経営相談の実施回数

経営相談の実施回数の

カウント

3回×3か所＝9回

経営相談青森3回、岩

手3回、宮城2回実施

フォロアーアップ青森5

回、岩手2回、宮城2回

実施

研修の中盤に全員実施。一人一人の現状と課題を整理し

たうえで、今後のアドバイスを行い、必要に応じて講師が

フィールドを見に現地まで赴いた。フォローアップ研修で

は、25日間の研修では足りなかった、作業道や広葉樹施

業、少人数・個別研修を行うことで、さらなるレベルアップを

する場とした。

事業実施による活動の結果目標
林業者の作業道敷設距

離

研修生の道の実測距離

数
557.4ｍ

ホームページで、詳細と受付を行い多くの問合せ、希望者

がありました。

一期生（9名）、二期生（12名）　合計21名の参加者（コロナ

禍で人数絞り込み）

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、環境のいい場所で

生活しながら、地域の環境を保全し、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。

山村部に興味をもち、自伐型林業に取り組む意欲

のある失業者30人名（コロナ禍地域受入人数変更

21名）に研修会を実施。

チェーンソー・刈払機・

小型車両系安全講習修

了者数

研修修了証発行数のカ

ウント

２１名×修了証 ３  ＝  

６３の修了証を発行

コロナ拡大にて、地域の会館などが使用不能となり、民家

を借りるなどで対応となり、過度な人数を入れることが不可

能となりました。

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

・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。

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

研修修了生に対するア

ンケート
アンケートの実施数

終了時にアンケートを実

施した。
全員からポジティブな内容の回答を得られれている。

研修中の相談対応、受

講生の研修記録

相談件数、相談内容や

その対応方法に関する

レポート

全員に対して経営相談

を実施した。

事業終了後も受講生の質問・問い合わせに対応をしてい

る。

・事業対象者20名に対して、研修等が実施され、担

い手としての技術・知識を身に着ける。

・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。

・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。

作業道敷設距離
作業道敷設距離の測定

300m×3か所=900ｍ

青森300m、岩手300m、

宮城300m
予定通りの距離を作設した。

対象者の技術レベル

対象者の技術レベル　

講師の判定・実技テスト

十分な技術・知識があ

るかどうか

チェーンソー特別教育

の未取得者は全員修了

した。自伐型林業に最

低限必要な技術、安全

意識は身に着けたと講

師は判断している。一方

で作業道に関する技術

レベルは未だ不十分で

あり、今後も継続した機

会を作る必要がある。

作業道研修については、重機が1台しかなく参加者も多

かったため見学の時間が多くなってしまったこと、また青

森・岩手で共有していたため、避ける時間が限定的であっ

たことがあげられる。



生活困窮者
相談先の不

足

静岡県浜松

市

生活困窮者 就業困難
静岡県浜松

市

生活困窮者 就業困難
静岡県浜松

市

生活困窮者 就業困難
静岡県浜松

市

コロナで影

響を受ける

従事者

相談先の不

足

静岡県浜松

市

生活困窮者 就業困難 九州

生活困窮者
学習機会の

不足/格差
九州

生活困窮者
学習機会の

不足/格差
九州

生活困窮者
相談先の不

足
九州

生活困窮者
相談先の不

足
九州

生活困窮者
学習機会の

不足/格差
九州

生活困窮者
相談先の不

足
九州

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に目標とする状況）*

考察等

短期的には、各実行団体が実施した研修事業の中で、新型コロナウイルスの影響を受けて経済的な困窮している人たちを対象に、コロナリスクの低いとされる山林内でのオルタナティブなラ

イフスタイルの提案と体験、そして自伐型林業という新しい能力と技術習得のためのファーストステップを支援できたと思う。そもそも首都や都市部に集中しがちな日本の経済構造は、今回の

コロナ禍のようなパンデミックや大災害の際に民間企業が打撃を受けやすく脆弱であるが、本助成事業を実施することで新しい生き方と社会の仕組みを広く提案できたことは有意義だったの

ではないか。

ただし中長期的には、各実行団体の研修事業の参加者の多くが、習得した自伐型林業技術を活かして経済的自立を計るには経験不足であり、研修を受けた地域あるいは地元の山林でOJT

でレベルアップが必要である。研修生には引き続き、指導を受けた各地の実行団体と連絡を取り、さらなるキャリアップを期待したい。

また実行団体においては、こと自伐型林業技術研修の実施運営の能力には十分であるが、会計管理等の事務面に不安が残る団体が多い印象を受けた。実行団体向けに会計講座のような

機会を提供すべきだった。

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
相談数 15人 研修申込み者32人

トライアル研修を通じて各人の置かれている状況を勘案し

て自伐型林業を学方法についてアドバイスを行った。この

ような相談窓口を持つことは生活困窮者に対して有効であ

る。

事業実施以降に目標とする状況
研修を通じて自伐型林業の技術を習得した失業者等が、さらに地域での就業・定着に向けた活動を進めている。また、市町村等と連携することにより、研修修了生が地域での就業に結び付

いた事例の創出、あるいは就業に結び付かなかった課題などの把握ができている。

施業地が確保できる。山守契約ができる。 施業先の確保者 9人

・10人（森林所有者4

人、山守2人、山守協議

中4人）

大規模山林所有者とのテレビ相談会の実施を通じて山主

の抱えている問題がわかり施業地の確保に向けて素地は

できてきた。

生活困窮者のキャリアアップと生活改善 研修会参加者数 3地区で各5人
・32人応募3地区で各5

人

1箇所5人という研修生数は非常にやりやすかった。このよ

うな機会を続けて生活困窮者に学習機会を設けることが必

要だと思う。

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。

自伐型林業家（専業兼業を問わず）の誕生 人数 9人
・技術的には15人

・林業収入可能

自営13人、林業事業体1人、地域おこし協力隊1人

所有林4人、山守2人、山守協議中4人、山探し中2人

林業的な自営拡大1人

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。

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。

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。

・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。

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

伐倒造材搬出や伐採届など自伐型林業施業に必

要な技能知識を習得できる

チェーンソーバックホー

林内作業車の資格
15人 ・取得済み15人

50日間の集中講習であり資格取得と十分な実技講習によ

り急速に技術力が向上した。非常に効果的な講習であるこ

とが確認できた。

就業先を確保できる
林業事業体、地域おこ

し協力隊への就業

・林業事業体１人

・地域おこし協力隊１人

・大規模山林所有事業体（長伐期指向）に就業

・宮崎県日之影町の地域おこし協力隊に採用

補助事業の申請ができる 補助事業の申請者

・福岡よかとこビジネス

コンテスト１次審査突破

者１人

・宮崎県補助事業採択

者１人

財政的に弱い求職者が事業を始めるには有効に補助事業

を使うことが必要である。補助採択実績や申請例を提供す

ることで採択者も生まれた。来年度に向けて申請を予定し

ている者もいる。



Ⅴ．資金分配団体としての支援の取り組みに対する総括

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（精算金額と一致させる必要はありません）

有無

有

有

有

広報制作物等
・助成プログラム募集チラシ

https://zibatsu.jp/kyuminyokin/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/COVID19DDPJ_ZIBATSU.pdf

報告書等
【NPO法人自伐型林業推進協会YouTube「JIBATSUチャンネル」】

・2022年2月9日　「失業者を救う自伐型林業参入支援助成」（休眠預金）成果発表　https://www.youtube.com/playlist?list=PLzuyH5a85Mehe1XXwYN4LRXGFHDninC6v

補足説明

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

【NPO法人地球と未来の環境基金　ウェブサイト】

・2020年9月28日　失業者を救う自伐型林業参入支援助成　申請団体一覧の公開　http://www.eco-future.net/project/grant/images/jibatsu_ouboshinsei_ichiran.pdf

・2020年10月20日　失業者を救う自伐型林業参入支援助成　内定実行団体一覧の公開　http://www.eco-future.net/project/grant/images/jibatsu_naitei_ichiran.pdf

・2022年1月18日　失業者を救う自伐型林業参入支援助成　成果報告会開催のお知らせ　http://www.eco-future.net/jibatshu_houkokukai.pdf

【NPO法人自伐型林業推進協会　ウェブサイト】

・2020年8月25日　「失業者を救う自伐型林業参入支援事業」の助成受付がスタートします　https://zibatsu.jp/info/news/covid19-zibatsu

・2020年12月10日　「九州林業塾」50日研修が募集スタート　https://zibatsu.jp/info/event/zibatsu-kyushu-training2021　（実行団体：九州地区自伐型林業連絡会）

・2021年3月8日　スキルアップ講習生の募集＠福井〜自立に向けた技術習得プログラム　https://zibatsu.jp/info/event/fukui_2104　（実行団体：ふくい美山きときとき隊）

・2021年5月7日　5月31日〜第２段！森から学ぶ自立に向けた技術習得プログラム＠福井　https://urlzs.com/hrQAR　（実行団体：ふくい美山きときとき隊）

・2022年1月19日 　「失業者を救う自伐型林業参入支援助成」（休眠預金）成果報告会開催のお知らせ　https://zibatsu.jp/info/event/kyumin-report2022

【NPO法人自伐型林業推進協会YouTube「JIBATSUチャンネル」】

・2021年1月21日　休眠預金支援事業紹介第一弾！「九州林業塾」がスタート！　https://www.youtube.com/watch?v=a2i9cDbE-

l0&list=PLzuyH5a85MegmCYDs7clvrGYVdhfNjVyJ

・2021年1月28日　家族農林漁業のカタチ〜静岡春野地区より〜　https://www.youtube.com/watch?v=QVqIuScQrKE

・2021年2月11日　休眠預金支援事業第三弾！「東北3県林業塾」がスタート　

https://www.youtube.com/watch?v=mnPR5HCQMY4&list=PLzuyH5a85MegmCYDs7clvrGYVdhfNjVyJ

・2021年3月4日　休眠預金預金で「自伐型林業」〜コロナで収入激減の利根川奥地の挑戦　https://www.youtube.com/watch?v=tTnEIzKF15s

・2021年3月18日　休眠預金事業第5弾！経営まで学べる25日間研修が福井で開催！　https://www.youtube.com/watch?v=eJ2S5m2hMGE

【失業者を救う自伐型林業参入支援コンソーシアム　ウェブサイト】

・2021年2月13日　活動紹介１｜ 九州地区自伐型林業研究会　https://zibatsu.jp/kyuminyokin/news/kyushu01/

・2021年3月8日　活動紹介２｜天竜小さな林業春野研究組合　https://zibatsu.jp/kyuminyokin/news/tenryu-haruno/

・2021年3月8日　活動紹介３｜東北・広域森林マネジメント機構　https://zibatsu.jp/kyuminyokin/news/touhoku-kyumin-2/

・2021年5月11日　活動紹介４｜奥利根水源地域ネットワーク　https://zibatsu.jp/kyuminyokin/news/okutone1/

・2021年5月16日　活動紹介５｜ふくい美山きときとき隊　https://zibatsu.jp/kyuminyokin/news/fukui-kyumin1/

合計 ¥41,171,321 ¥19,096,478 ¥60,267,799 ¥49,978,580 83%

プログラムオフィサー関連経費 ¥1,149,644 ¥1,049,822 ¥2,199,466 0%

100%

管理的経費 ¥5,021,677 ¥3,046,656 ¥8,068,333 0%
事業費

直接事業費 ¥35,000,000 ¥15,000,000 ¥50,000,000 ¥49,978,580

2020年度 2021年度 合計 実績額 執行率

特に無し

課題を取り巻く変化

今回の研修参加者の多くは、コロナ禍がきっかけになったことは間違いないが、従来から山林での就業や自然と触れ合う仕事に関心があったり、地方移住を検討していたりした人である。そ

のため研修終了後の山林や地方就業意欲も継続して高く、具体的・本格的な山林業に就職または地域おこし協力隊に就任するなど、ライフスタイルの変化にも果敢ににチャレンジしている。

しかし、コロナ禍で困窮している人の多くは、次の人生プランを考える余力がないほど疲弊していたり、まして扶養家族がいる人にとっては別の土地へ移ることを考えられる状況にない可能性

が高い。今回の助成事業で、各地で困窮者向けの自伐型林業研修・経営指導プログラムのベースを構築できた。今後はそれをさらに発展させるとともに、各地で積極的な困窮者受入れPR

活動や日常的な困窮者向け就業相談会のような企画が必要かもしれない。

本事業を行なっている中で生じた

実行団体や受益者のもっとも重要な変化だと感じた点

（1,2団体の事例を具体的かつ自由にご記載ください）

実行団体：一般社団法人東北・広域森林マネジメント機構が実施した、困窮者向けの自伐型林業技術研修終了後の研修生のアンケートで、「山から収入を得ることを学ぶだけではなく、講師

やスタッフから自然とのかかわり方や哲学を学び、今後の生き方を考えるきっかけになった。また事業を通じて仲間づくりができたことも、それぞれが自伐型林業の道の進むうえで財産となる

と思う。」とあり、それを受けて実行団体から「新型コロナウイルスが生み出した課題を解決するための手法として、自然と向き合い、長期的な考えをもって経営が求められる自伐型林業は適

切だった。」という振り返りがあった。また、「今後もウイルスによる影響は長く続くと思われ、経済的困窮の悪化が予想される。その中でウイルスの影響が少ない自伐型林業で収入を得られる

ようになったことは大きく、この研修で得られた知識・技術、つながりを活かして困難を自ら乗りこえていくことができるだろう」という考察が提出されている。

活動 実績内容 結果・成果・影響等

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

・5地域とも募集人数を上回る参加者を集められた。研修生を教える人材の資質の発見につながった。例えば自伐型林業の実践者が教える立場になり、マネジメントの有能さが現れ、大手メ

ディア（NHK東北）で特集が組まれるまでになった。また、研修成果を見た自治体（九戸村）が自伐型林業の普及推進に予算化したのは、地元が課題解決策として自伐型林業を認めた証拠

であり、僅か1年でこのような展開に進んだことは画期的であった。（東北）

・林業のみならずエネルギーや教育という切り口で発信できるまでの循環型地域モデルに育て上げ、全国の視察を受け入れられる研修拠点ができた。（静岡県浜松市）

・コロナ禍でアウトドアの仕事が減少する中、林業が地域の主業になり得ることを証明できた。客商売であるために腰を据えた活動がしにくい地域であったが、予算が確保できたからこそ片手

間でない活動ができたのは大きな成果だった。（群馬県みなかみ町）

・他県の議員視察を受け入れ、視察者の地域での自伐型林業展開に繋がり、自伐型林業を普及する法人設立へ発展した好事例もあった。（福井県）

・研修の成果が分かりやすくまとめられた活動PRツールを制作した。（九州）

自伐型林業技術の研修プログラム実施に関する伴走支援 事業運営支援 想定以上の成果があった
実行団体に対して、自伐型林業推進協会より、自伐型林業技術の研修プログラムの構築に関して日常的

な伴走支援を行った。

実行団体5団体の意見交換会（中間期）と成果報告会（事業

完了時）の開催
ネットワーク形成・CI促進支援 想定通りの成果

成果報告会には、関係者以外の自伐型林業に関心のある一般市民の参加を歓迎し、また、通常枠で助成

している自伐型林業研修事業実施団体にも参加、意見交換と情報交換を行った。

資金分配団体の取り組み詳細（実行団体に対する非資金的支援）

取り組み 取り組み分類 到達度 概要および考察



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

9.内部通報制度は整備されていますか。 はい(独自で通報制度整備)

組織内部に窓口を設置した。

※団体ウェブサイトに公開している「EFF内部通報規程」参照

http://www.eco-future.net/about/profile/index.html

7.事業完了した実行団体へ監査を行いましたか。 未実施(状況を右に記載） 精算報告書類（収支管理簿や証憑類）を確認中。

8.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

自由記述

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。 いいえ(理由を右に記載)

現在の組織規模において、現状の体制で特段のリスクはないと判断したため。

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

監事：　伊藤 敬介（公認会計士）

２０２１年６月７日に財務諸表、証憑資料等を監事に郵送。同６月１２日に理事長（事務局長）の会計資料

に関する説明の上で会計監査を実施した。

内部監査

実施予定はない

(右に理由を記載)

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
団体ウェブサイトにて公開

http://www.eco-future.net/about/profile/index.html

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

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. 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

4.変更があった規程類に関してJANPIAに報告しましたか。 変更があり報告済

②ガバナンス・コンプライアンス体制 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

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。 全て公開した
団体ウェブサイトにて公開

http://www.eco-future.net/about/profile/index.html

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


