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都道府県 団　体　名 〒 住　　　所 電話番号 FAX番号

北 海 道 北海道森林整備担い手支援センター 060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目（林業会館内） 011-200-1381 011-200-1382

青 森 県 青森県林業労働力確保支援センター 030-0801 青森市新町２- ４- １（青森県共同ビル内） 017-732-5288 017-734-1738

岩 手 県 岩手県林業労働力確保支援センター 020-0021 盛岡市中央通３-15-17 019-653-0306 019-653-0314

宮 城 県 宮城県林業労働力確保支援センター 980-0011 仙台市青葉区上杉２- ４-46（県森連会館内） 022-217-4307 022-217-4307

秋 田 県 秋田県林業労働力確保支援センター 010-0931 秋田市川元山下町８-28（県森連会館内） 018-864-0161 018-864-0161

山 形 県 山形県林業労働力確保支援センター 990-2363 山形市大字長谷堂字馬場 2265 023-688-6633 023-688-6634

福 島 県 福島県林業労働力確保支援センター 960-8043 福島市中町５-18（県林業会館内） 024-521-3270 024-521-3246

茨 城 県 茨城県林業労働力確保支援センター 310-0011 水戸市三の丸１- ３- ２（県林業会館内） 029-225-5949 029-225-6847

栃 木 県 栃木県林業労働力確保支援センター 320-0033 宇都宮市本町 12-11（栃木会館４Ｆ） 028-624-3710 028-643-6802

群 馬 県 群馬県林業労働力確保支援センター 371-0847 前橋市大友町１-18- ７（県庁大友町庁舎） 027-212-6295 027-212-6296

埼 玉 県 埼玉県林業労働力確保支援センター 368-0034 秩父市日野田町１- １-44（県秩父農林振興センター内） 0494-25-0291 0494-22-5839

千 葉 県 千葉県林業労働力確保支援センター 299-0265 袖ヶ浦市長浦拓２号 580-148 0438-60-1521 0438-60-1522

東 京 都 東京都林業労働力確保支援センター 190-0013 立川市富士見町３- ８-1 042-528-0643 042-528-0619

神奈川県 神奈川県森林組合連合会 243-0014 厚木市旭町１- ８-14（グリーン会館３Ｆ） 046-228-8665 046-228-8665

新 潟 県 新潟県林業労働力確保支援センター 950-0965 新潟市中央区新光町 15-2 025-285-7711 025-285-5070

富 山 県 富山県林業労働力確保支援センター 930-0096 富山市舟橋北町４-19（県森林水産会館内） 076-441-6747 076-432-7086

石 川 県 石川県林業労働力確保支援センター 920-0209 金沢市東蚊爪町１-23- １（県森連内） 076-237-0121 076-237-6004

福 井 県 福井県森林整備支援センター 918-8567 福井市江端町 20- １（県森連内） 0776-38-0345 0776-38-0379

山 梨 県 山梨県林業労働センター 400-0016 甲府市武田１- ２- ５（山梨県治山林道協会内） 055-242-6667 055-254-6020

長 野 県 長野県林業労働力確保支援センター 380-0936 長野市岡田町 30-16（県林業センター内） 026-225-6080 026-225-6557

岐 阜 県 岐阜県林業労働力確保支援センター 501-3756 美濃市生櫛 1612- ２（県中濃総合庁舎内） 0575-33-4011 0575-46-8408

静 岡 県 静岡県林業労働力確保支援センター 420-8601 静岡市葵区追手町９- ６（県庁西館内） 054-255-4485 054-255-4489

愛 知 県 愛知県林業労働力確保支援センター 460-0002 名古屋市中区丸の内３- ５-16（県林業会館内） 052-953-3608 052-953-0557

三 重 県 三重県林業労働力確保支援センター 515-2316 松阪市嬉野川北町 530 0598-48-1227 0598-42-8221

滋 賀 県 滋賀県林業労働力確保支援センター 520-0807 大津市松本１- ２- １（大津合同庁舎内） 077-522-0307 077-521-0345

京 都 府 京都府林業労働力確保支援センター 604-8424 京都市中京区西ノ京樋ノ口町 123 075-821-9277 075-821-9278

大 阪 府 大阪府林業労働力確保支援センター 550-0013 大阪市西区新町３- ６- ９（大阪木材会館） 06-6538-7524 06-6531-9184

兵 庫 県 兵庫県林業労働力確保支援センター 650-0013 神戸市中央区花隈町 12- ６（第三大和ビル） 078-361-8010 078-381-9116

奈 良 県 奈良県林業労働力確保支援センター 630-8301 奈良市高畑町 1116- ６（なら土連会館内） 0742-27-4860 0742-23-1891

和歌山県 わかやま林業労働力確保支援センター 649-2103 西牟婁郡上富田町生馬 1504-1 0739-83-2022 0739-83-2565

鳥 取 県 鳥取県林業労働力確保支援センター 680-0947 鳥取市湖山町西２-413（県森連内） 0857-28-0123 0857-30-5014

島 根 県 島根県林業労働力確保支援センター 690-0876 松江市黒田町 432- １（島根県土地改良会館３階） 0852-32-0253 0852-21-4375

岡 山 県 岡山県林業労働力確保支援センター 700-0866 岡山市北区岡南町２- ５-10（県森連内） 086-225-9382 086-224-2655

広 島 県 広島県林業労働力確保支援センター 730-0051 広島市中区大手町４- ２-16（広島県農業共済会館） 082-541-5188 082-541-5177

山 口 県 山口県森林整備支援センター 753-0048 山口市駅通り２- ４-17（県林業会館内） 083-932-5286 083-934-3150

徳 島 県 徳島県林業労働力確保支援センター 770-0939 徳島市かちどき橋１-41（県森連内） 088-622-8158 088-626-5411

香 川 県 香川県林業労働力確保支援センター 760-0008 高松市中野町 23-2 087-861-4353 087-833-4525

愛 媛 県 愛媛県林業労働力確保支援センター 790-0003 松山市三番町４- ４- １（県林業会館内） 089-934-6153 089-934-6156

高 知 県 高知県林業労働力確保支援センター 782-0078 香美市土佐山田町大平 80（森林総合センター内） 0887-57-0366 0887-57-0396

福 岡 県 福岡県林業労働力確保支援センター 810-0001 福岡市中央区天神３-14-31（天神リンデンビル３階） 092-712-1443 092-733-8872

佐 賀 県 佐賀県林業労働力確保支援センター 840-8570 佐賀市城内１- １-59（県庁林業課内） 0952-25-7133 0952-25-7283

長 崎 県 長崎県林業労働力確保支援センター 854-0063 諌早市貝津町 1122-6 0957-25-0184 0957-25-0193

熊 本 県 熊本県林業労働力確保支援センター 862-0950 熊本市中央区水前寺６- ５-19（県住宅供給公社ビル内） 096-340-1151 096-340-1152

大 分 県 大分県林業労働力確保支援センター 870-0844 大分市大字古国府字内山 1337-15（林業会館新館） 097-546-3009 097-546-6969

宮 崎 県 宮崎県林業労働力確保支援センター 880-0802 宮崎市別府町３- １（宮崎日赤会館） 0985-29-6008 0985-32-3836

鹿児島県 鹿児島県林業労働力確保支援センター 899-5302 姶良市蒲生町上久徳 182-1 0995-54-3131 0995-52-1022

沖 縄 県 沖縄県林業労働力確保支援センター 901-1105 島尻郡南風原町字新川 135 098-987-1804 098-987-1805

発行　全国森林組合連合会　〒 101-0047　東京都千代田区内神田１- １-12（コープビル）TEL．03-3294-9713
　　　

林業労働力確保支援センター等　一覧
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はじめに

　我が国の国土保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止等を担う森

林の整備を進める上で、林業労働力の確保・育成を図ることが求めら

れています。

　しかしながら、林業は、就業の現場が危険を伴う山林であること、

作業場所も一定しておらず日によって山中を移動するなど就業環境が

特殊であり、安全衛生面でも他産業の一般的な就業環境とは大きく異

なっています。また、林業に対する理解不足等から就職後に定着せず

離職してしまう等の状況にあります。

　林業就業者数については、近年の新規就業者数は増加傾向にありま

すが、既存の林業労働者の高齢化も進んでいることから、十分な林業

労働力を確保するためには、新規の就業促進と就業者の職場定着を併

せて支援することがより重要になります。

　このため、就職先となる林業事業体の雇用管理改善を支援する事業

を行うことにより、林業の新規就業の促進と職場定着を図り、林業労

働力の確保に資することを目的として実施しております。

　この「しおり」は、事業主や労務担当者の皆様に、雇用管理の改善

を進める際の参考としていただくためのものです。

　ぜひ、ご活用ください。
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１　林業における雇用管理の現状 �  3
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１　

林
業
に
お
け
る
雇
用
管
理
の
現
状

　多面的な機能を発揮するために必要な森林
の整備を担うのは、主に、山村で林業に就業
して森林内の現場作業等に従事する林業就業
者です。
　林業労働力の動向を、現場業務に従事する
者である林業従事者の数でみると、長期的に
減少傾向で推移した後、平成17（2005）年は
52,173人、平成22（2010）年には51,200人と
なっており、近年は減少のペースが緩み、下
げ止まりの兆しがうかがえます。
　林業従事者の高齢化率（65歳以上の従事者
の割合）は、平成22（2010）年の時点で21％
なっており、全産業の高齢化率平均10％と比
べると高い水準となっています。（図１）
　一方、林業従業者の高齢化の進行を受けて、
若者を中心とする新規就業者の確保・育成が
喫緊の課題になっているが、若年者率（35歳

未満の若年者の割合）は、平成22（2010）年
の時点で18％となっており、全産業平均27％
と比べると低い水準にあります。（図２）
　さらに、林業従事者の平均年齢を試算して
みると、平成12（2000）年には56.0歳であっ
たものが、若者の新規就業の増加等により、
平成22（2010）年には52.1歳と若返り傾向に
ありますが、全産業の平均年齢45.8歳よりは
高い水準にあります。また、平成24（2012）
年度における新規就業者数は、3,190人で前年
とほぼ横ばいであったが、平成25（2013）年
度は、2,827人で前年より１割程度減少してい
ます。これは、特に東日本大震災復興対策や
景気動向に伴う雇用情勢等により、建設業等
の他産業に就業する者が増えていることの影
響によるものと考えられています。（注：この
章の記述は、平成26年度版「森林・林業白書」より引用）

1　林業における雇用管理の現状

■図１　林業従事者数の推移

■図２　現場技能者として林業へ新規に就業した者（新規就業者）の推移

数
者
事
従
業
林

802,221
291,701

146,321

126,343

100,497

81,564
67,558

14%

23%

30%

27%
21%

14% 18%

20%

30%

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000 女
男 高齢化率（右軸）

若年者率（右軸）
（人）

411,42 151,91 452,41 600,8,864,01 884,4 020,3

342,68 690,17
255,95

586,74 , 081,84

52,173 51,20010%10%

8%8%
6% 7%

10%

0%

10%

0

20,000

40,000

60,000

S55
（1980）

60
（85）

H2
（90）

7
（95）

12
（2000）

17
（05）

22
（10）（年）

注１：高齢化率とは、65歳以上の従事者の割合。
　２：若年者率とは、35歳未満の若年者の割合。
資料：総務省「国勢調査」：林野庁「平成26年度 森林・林業白書」

林業労働力の動向（林業従事者数）1

　注：「緑の雇用」は、「緑の雇用」現場技能者育成対策事業による１年目の研修を修了した者を集計した値。
資料：林野庁ホームページ「林業労働力の動向」：林野庁「平成26年度森林・林業白書」
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■図３�　森林組合の雇用労働者の年間就
業日数別割合の推移
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■ 60日未満　■ 60日～149日　■ 150日～209日　■ 210日以上

　注：計の不一致は四捨五入による。
資料：林野庁「森林組合統計」

■図４�　森林組合の雇用労働者の賃金支
払形態割合の推移
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注１：「月給制」には、月給・出来高併用を、「日給制又は出来
高制」には、日給・出来高併用を含む。

　２：昭和60（1985）年度は作業班の数値、平成24（2012）
年度は雇用労働者の数値である。

　３：計の不一致は四捨五入による。
資料：林野庁「森林組合統計」

■図５�　森林組合の雇用労働者の標準的
賃金（日額）

賃金

■ 7,000円未満 ■ 7,000～8,999円 ■ 9,000～10,999円
■ 11,000～12,999円 ■ 13,000～14,999円 ■ 15,000円以上

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

9% 22% 25% 21% 13% 11%

　注：計の不一致は四捨五入による。
資料：林野庁「森林組合統計」

■図６�　森林組合の雇用労働者の社会保
険等への加入割合
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　注：昭和60（1985）年度は作業班の数値、平成24（2012）
年度は雇用労働者の数値である。

資料：林野庁「森林組合統計」
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　林業においては、以下のような林業事業体
の立ち遅れた雇用管理の実態等があるものと
考えられ、雇用管理の改善を通じてその体質
を強化することが不可欠です。

①�　林業労働者の雇用は、林業作業の季節性
や事業規模の零細性などにより必ずしも安
定していないことが多く、また、雇用が臨
時的、間接的であることなどから、安易な
口頭契約により雇用される場合、労働時間
や休日が明確でない場合や社会保険等が適
用にならない場合もある。

②�　造林、保育、間伐などの林業作業は、季
節や天候に左右されることや農閑期を利用
して林業に従事している者が存在すること
などから、林業労働者の就業環境の現状に
ついて、全国的に把握が可能な森林組合で
みると、平成17（2005）年の雇用労働者の
年間就業日数別割合は、70％が「210日未
満」である。ただし、平成24（2012）年で
は、51％に減少しており、近年、通年で働
く専業的な雇用労働者の占める割合が上昇
している。（図３）

③�　森林組合の雇用労働者の賃金支払形態を
みると、平成24（2012）年は17％と月給制
の割合が増えているものの、林業は悪天候
の場合に作業を中止せざるを得ず、事業日

数が天候に大きく影響を受けることから、
依然として日給制又は出来高制が８割を占
めている。（図４）
　�　また、森林組合の雇用労働者標準的賃金
（日額）をみると、平成24（2012）年度で
は、9,000円から13,000円未満が46％となっ
ている。（図５）

④�　林業労働者の雇用は、臨時的・間断的で
あることから、社会保険制度等の加入率
が、平成24（2012）年度では雇用保険
68％、健康保険64％、厚生年金63％となっ
ており、前年（雇用保険64％、健康保険
58％、厚生年金57％）と比較すると、若干
改善はみられるものの、依然社会保険制度
等への加入が十分とはいえない状況にあ
る。（図６）
　�　事業主、就業者双方が、労働・社会保険
制度に対する理解を深め、加入の促進を図
ることが必要である。

⑤�　林業は、作業場所が日によって異なり、
また急傾斜地での作業も多いことなどか
ら、長期的に減少傾向にあるものの、依然
として伐木作業中の死傷災害が多く発生し
ており、林業における労働災害は、平成25
（2013）年の死傷千人率をみると28.7で、
全産業平均の2.3に比較すると高い水準に
なっている。（表１）

林業における主な雇用管理指標2

■表１　林業労働災害発生状況（死傷年千人率の推移）
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（注）委託募集の実施については、林業労働力確保支援センターと複数の事業主による共同の計画認定を受けた場合にには、職業安定法の特例が適用される。

林業労働者

雇用改善
・労働条件通知書の交付
・雇用管理者の専任
○雇用管理の改善措置

・施設・機会の整備
・事業量の確保
○雇用管理の改善措置

事　業　主

労働者募集の
委託（注）

○募集内容等についての指導
○雇用情報の提供

公共職業安定所

求職者 林業労働力確保
支援センター

・広報・啓発活動　・雇用情報の収集・提供
・林業雇用管理者等に対する研修の実施
・雇用管理改善に係る相談、助言、指導

農林業職場定着支援事業
（林業就業支援事業）

厚生労働省の委託事業
・啓発活動
・照会・相談
・情報の収集・提供

・林業労働者等に対
　する研修の実施

・林業就業促進資金
　の貸付

・林業機械の貸付
林野庁の補助事業

県
（都道府県知事）
基本計画の策定

・雇用管理の改善及び事業の合理
  化を促進するための措置等

・林業労働力の確保の促進に関す
  る基本方針

経営及び雇用の動向

（農林水産大臣及び厚生労働大臣）
基本方針の策定

国

林業労働力の確保の促進に関する法律の体系

法
人
の
指
定

計
画
の
策
定
・
認
定
申
請

計
画
の
認
定

計
画
の
策
定
・
認
定
申
請

計
画
の
認
定

・雇用管理の改善　・事業の合理化
支　　援

委託募集の実施（注）

　林業労働力を確保するため、平成８年に「林
業労働力の確保の促進に関する法律」が施行
されました。
　この法律は、労働環境の改善、募集方法の
改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の
機械化その他の事業の合理化を一体的に進め
るための改善計画を作成し、都道府県知事の
認定を受けた事業主に対し、都道府県知事が
指定する林業労働力確保支援センターを通じ
て各種支援措置を講ずることとしています。
　このほか、①常時５人以上の林業労働者を
雇用する事業所ごとに雇用管理者を選任する
こと、②林業労働者の雇用に際して文書（労
働条件通知書）を交付することなどを事業主
に求めています。

林業労働力確保法の概要3
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改善計画

認　定

林業労働力確保支援センター

事業主知　事

各種支援

林業労働力確保
支援センターのご案内
　各都道府県林業労働力確保支援センター
は、事業主が一体的に行う雇用管理の改善と
事業の合理化、新たに林業に就業しようとす
る方の就業などを支援するため、次のような
業務を行っています。労働者の募集、雇用管
理の改善、事業の合理化、あるいは人材の育
成など、何でもご相談ください。

１　林業雇用改善の促進
　⑴�　林業就業支援地域アドバイザーによる
雇用管理の改善に係る相談、助言、指導
を行っています。

　⑵�　雇用改善のための広報・啓発活動を行
います。

２　改善計画の作成
　事業主と共同して改善計画を作成し、知事
の認定を受けます。

３　労働者の委託募集
　認定事業主の委託を受けて事業主に代わっ
て労働者の募集を行います。

４　林業就業促進資金の貸付
　認定事業主、新規林業就業者、林業課程在
学者等に無利子の就業準備資金と就業研修資
金を貸し付けています。

５　高性能林業機械の貸付
　森林施業の効率化、施業における身体の負
担の軽減、事業主の経営の改善に寄与する林
業機械を貸し出しています。

６　人材の育成
　高性能林業機械利用技術の研修と事業主や
雇用管理者等の研修を行っています。

７　情報の提供
　林業労働力の確保に関する情報を収集して
提供しています。
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　労働者を募集するに当たっては、いろいろ
な法律上の規制がありますので、適正な方法
により募集を行わなければなりません。
　労働者の募集方法には、一般的に次の６つ
の方法があります。
①�　公共職業安定所（ハローワーク）を利用
する。
②�　学校に依頼する。
③�　許可を受けた民間の職業紹介機関に依頼
する。
④�　新聞、雑誌、ラジオ等に求人広告をする
（文書募集）。
⑤�　仕事を探している者に直接働きかけて勧
誘する（直接募集・委託募集）。
⑥�　親戚や知人などの縁故を頼る（縁故募
集）。
　以下では、代表的なものについて説明しま
す。

（1）ハローワークの利用
　ハローワークを利用する場合は、長所とし
て①募集経費がかからず、求職者を探し歩く
必要がないこと、②ハローワークの常備資料
や情報などで労働条件の水準がわかること―
―などがあり、同時に求人条件が適法である
かどうかのチェックを受けることもできます。

（2）学校の利用
　学歴によって異なりますが、中卒、高卒の
場合はハローワークを経由して募集するケー
スがほとんどです。大学、短大、高専および
専修学校の場合は、無料職業紹介事業の届出
を行っている学校については、学校へ直接申
し込むことができます。

（3）新聞広告等による募集
（文書募集）
　文書募集については、自由に行うことがで
きます。これは、労働者自身が自由に意思決
定できるからです。

（4）直接募集と委託募集
　直接労働者に働きかける募集には、「直接
募集」と「委託募集」とがあります。
①　直接募集
　直接募集については、自由に行うことがで
きます。
②　委託募集
　委託募集とは、労働者を雇用しようとする
者が、その被用者以外の者をして労働者の募
集を行わせることをいいます。その者に報酬
を与える場合は、厚生労働大臣の許可を受け
なければなりません。報酬を与えない場合
は、厚生労働大臣にその旨を届け出ることに
なります（職業安定法36条）。
　林業の場合、林業労働力確保法において、
林業労働力確保支援センターは、確保法の改
善計画の認定を受けた事業主の委託を受け
て、厚生労働大臣に届け出て、労働者の募集
を行うことができる、とされています。
　なお、この特例は、複数の事業主と同セン
ターが共同で改善計画を作成し、認定を受け
ることが条件になります。

2　募集・採用
募　　集1
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２　

募
集
・
採
用（1）労働契約

①　労働契約の成立
　労働者は使用者の指揮命令のもとに労務を
提供し、その対価として使用者は労働者に賃
金を支払います。このような内容の契約は、
労働基準法や労働契約法では「労働契約」と
呼ばれており、口頭による合意でも有効です
が、労働契約の締結に当たっては、労働条件
を明示することが労働基準法により使用者に
義務づけられています。
　なお、合意により労働条件の変更をするこ
とができます（労働契約法８条）。
　ところで、労働契約と似たものに「請負契
約」や「委任契約」があります。これらは、
一定の仕事の完成を約して報酬を定めるもの
で、原則として使用従属関係（雇用関係）に
は立たず、労働契約とはみなされません。
　通常、林業の一人親方などは請負契約によ
ることになりますが、形式は請負契約であっ
ても、実態は雇用関係にあるとみなされる
ケースや、一人親方が一定期間相手方に雇い
入れられるケースもあり、この点は明確にし
ておく必要があります。労働契約とみなされ
れば、当然に労働基準法をはじめ関係法令が
適用されることになります。
②　労働契約の原則
　労働契約は、労働者および使用者が対等の
立場における合意に基づいて締結・変更すべ
きものとされています。その場合、就業の実
態に応じて均衡を考慮し、仕事と生活の調和
にも配慮すべきものとされています。また、
労働者および使用者はともに、労働契約を遵
守するとともに、信義誠実の原則に則り権利
の行使と義務の履行をしなければならず、権
利の行使に当たっては、濫用してはならない
こととされています（労働契約法３条）。

（2）労働契約の期間
　労働契約には期間を定めるものと定めない
ものがありますが、一定の場合を除き、期間
を定める場合は１回の契約期間が３年を超え
てはなりません（労働基準法第14条）。また、
会社によっては、期間の定めがある労働契約
（有期労働契約）を何度も更新しているケー

スがありますが、有期労働契約に関しては、
平成25年４月から施行されている改正労働契
約法を踏まえた対応を行う必要があります。
改正労働契約法で規定されたルールは以下の
３つです。
　Ａ�．有期労働契約が繰り返し更新されて通
算５年を超えたときは、労働者の申込み
により、期間の定めない労働契約（無期
労働契約）に転換できるルール（労働契
約法第18条）

　Ｂ�．有期労働契約は、使用者が更新を拒否
したときは、契約期間の満了により雇用
が終了し、これを「雇止め」といいます
が、この雇止めについては、労働者保護
の観点から、過去の最高裁判例により一
定の場合にこれを無効とするとして確立
した判例上のルールの法定化（労働契約
法第19条）

　Ｃ�．有期契約労働者と無期契約労働者との
間で、期間の定めがあることによる不合
理な労働条件の相違を設けることを禁止
するルール（労働契約法第20条）

①　雇止めのトラブル防止
　有期労働契約の締結時や契約満了時のトラ
ブル防止を目的とした「有期労働契約の締
結、更新及び雇止めに関する基準」が告示
（平15厚生労働省告示357号）で定められ、国
はこの基準に関して使用者に必要な助言、指
導を行うこととされています。基準の概要
は、以下のとおりです。
　ａ�　使用者は、契約を３回以上更新し、ま
たは、１年を超えて継続して雇用してい
る有期契約労働者について雇止めをする
場合には、少なくとも30日前にその予告
をすること

　ｂ�　使用者は、労働者が雇止めの理由の明
示を請求した場合には、遅滞なくこれを

■労働基準法などが適用されるのは

労働
契約

委任
契約

ただし、実態は雇用関係にあると認められる
場合には、労働基準法等の適用対象となる。

請負
契約

採　　用2
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に提示する労働条件および労働契約の内容に
ついて、労働者の理解を深めるようにするも
の（労働契約法４条）とされていますので、
この点からも、しっかりと明示しておく必要
があるでしょう。
■書面交付
　さらに、①～⑥（昇給に関する事項を除
く）については必ず書面をつくり、労働者に
交付する方法で明示しなければなりません。
　もっとも、他の事項についても書面交付と
いう方法をとったほうが、トラブルの未然防
止ということを考えると賢明でしょう。
　なお、労働契約法により、できる限り書面
により確認するものとされています（労働契
約法４条２項）。
　また事業主は、林業労働者の雇い入れに当
たっては、さらに、①事業主の氏名または名
称、②雇い入れに係る事業所の名称および所
在地、③雇用期間、④従事すべき業務の内容、
⑤雇用保険および中小企業退職金共済制度に
関すること―を明らかにした文書を交付す
るよう努めなければならないとされています
（林業労働力の確保の促進に関する法律31条）。
　なお、パートタイマーを含め、労働者を雇
用する場合の労働条件の明示方法として、後
日のトラブルを防止するためにも、「労働条
件通知書」（次頁以降を参照）に必要事項を
記載して交付することが望まれます。
■パートタイム労働法の規定
　以上は、労働基準法により義務づけられて
いる規定ですが、パートタイマーについて
は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関す
る法律（パートタイム労働法）により、①昇
給の有無、②賞与の有無、③退職金の有無、
④相談窓口についても文書の交付等により明
示しなければなりませんので、忘れずに明示
しておきましょう。
　また、パート労働者から求めがあったとき
には、これらの決定に当たって考慮した事項
について説明しなければならないことになっ
ています。

文書で交付すること
　ｃ�　使用者は、契約を１回以上更新し、か
つ、１年を超えて継続して雇用している
有期契約労働者との契約を更新する場合
には、契約の実態およびその労働者の希
望に応じて、契約期間をできる限り長く
するよう努めること

（3）労働条件の明示
　労働契約の締結に当たって、使用者は必ず
労働条件を明示しなければなりません（労働
基準法15条）。明示すべき事項は、次のとお
りです。

①�　労働契約の期間に関する事項
②�　期間の定めのある労働契約を更新する場
合の基準に関する事項
③�　就業の場所および従事すべき業務に関す
る事項
④�　始業および終業の時刻、所定労働時間を
超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
ならびに労働者を２組以上に分けて就業さ
せる場合における就業時転換に関する事項
⑤�　賃金の決定、計算および支払いの方法、
賃金の締切りおよび支払いの時期並びに昇
給に関する事項
⑥�　退職に関する事項（解雇の事由を含む）
⑦�　退職手当の定めが適用される労働者の範
囲、退職手当の決定、計算および支払いの
方法ならびに支払いの時期に関する事項
⑧�　臨時の賃金、賞与および最低賃金額に関
する事項
⑨�　労働者に負担させるべき食費、作業用品
その他に関する事項
⑩�　安全および衛生に関する事項
⑪�　職業訓練に関する事項
⑫�　災害補償および業務外の傷病扶助に関す
る事項
⑬�　表彰および制裁に関する事項
⑭�　休職に関する事項

　このうち、①～⑥は必ず明示しなければな
らない事項（ただし、②については、有期労
働契約の更新をしないことが明らかな場合
は、基準の明示義務はない）で、⑦～⑭は制
度を設ける場合に明示しなければならない事
項です。
　なお、労働契約法により、使用者は労働者

労
働
条
件
は

文
書
で
交
付

し
な
い
と
！
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（林業労働者用；日雇型）

労働条件通知書

殿
年 月 日

事業主の氏名又は名称
事業場名称・所在地
使 用 者 職 氏 名
雇用管理責任者職氏名

あなたを次の条件で雇い入れます。
就 労 日

就業の場所

従事すべき
業務の内容

年 月 日

始業、終業の
時刻、休憩時
間、所定時間
外労働の有無
に関する事項

１　始業（　　　時　　　分）　終業（　　　時　　　分）
２　休憩時間（　　）分
３　所定時間外労働の有無（　有、　無　）

賃 金 １　基本賃金　イ　時間給（　　　　円）、ロ　日給（　　　　　円）
　　　　　　　ハ　出来高給（基本単価　　　　円、保障給　　　円）
　　　　　　　ニ　その他（　　　　　円）

２　諸手当の額又は計算方法
　　イ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
　　ロ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
　　イ　所定時間外、法定超（　　）％、所定超（　　）％、
　　ロ　深夜（　　）％
４　賃金支払日（　　　）－（就業当日・その他（　　　　　　））
　　　　　　　（　　　）－（就業当日・その他（　　　　　　））
５　賃金の支払方法（　）

６　労使協定に基づく賃金支払時の控除（無　， 有（　　　））

・社会保険の加入状況（　厚生年金　健康保険　厚生年金基金　その他（　　　　））
・雇用保険の適用（　有　，　無　）
・中小企業退職金共済制度（林業退職共済制度を含む。）
　（加入している　，　加入していない）
・労働者持ちのチェーンソー等の損料；月額（　　　　　　　円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　円）
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

そ　の　他

※　以上のほかは、当社就業規則による。
※　本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び林業労働力の確保の促進等に関する
　法律第３１条に基づく雇用に関する文書の交付を兼ねるものである。
※　労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。

２　

募
集
・
採
用
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【記載要領】

１�．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成

し、本人に交付すること。

２�．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。

３�．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労

働基準法により義務付けられている事項であること。また、労働者に負担させる

べきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、災害補償及び業務外の傷病

扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項については、当該事項を制度とし

て設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。

　�　また、日雇の労働契約についても、労働契約の更新をする場合があるものは、

「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面により明示すること

が労働基準法により義務付けられていること。

４�．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、具体的かつ詳

細に記載すること。

５�．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。

　・�　法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、深夜労働については２

割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割

を超える割増率とすること。

　・�　破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。

６�．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険、中小企業退職金

共済制度等の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべ

きもの（労働者持ちのチェーンソー等の損料を含む）に関する事項、安全及び衛

生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関す

る事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けてい

る場合に記入することが望ましいこと。

　�　また、労働契約を更新する場合があるものについては、「期間の定めのある労

働契約を更新する場合の基準」を記入すること。

　　　（参考）�　労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契

約の契約期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすること

により、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。こ

の申込みの権利は契約期間の満了日まで行使できること。

７�．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で

就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな

いこと。

　＊�　この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式ど

おりとする必要はないこと。
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１　始業・終業の時刻等
　（1）始業（　　　時　　　分）　終業（　　　時　　　分）
　【以下のような制度が労働者に適用される場合】
　（2）変形労働時間制等；（　　）単位の変形労働時間制・交替制として、
　　次の勤務時間の組み合わせによる。
　　 始業（　時　分）　終業（　時　分）　（適用日　　　　　）
　　 始業（　時　分）　終業（　時　分）　（適用日　　　　　）
　　 始業（　時　分）　終業（　時　分）　（適用日　　　　　）
　（3）フレックスタイム制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
　　　　（ただし、フレキシブルタイム（始業）　時　分から 　時　分、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（終業）　時　分から 　時　分、
　　　　　　　　　　　　　コアタイム　　　　　時　分から 　時　分）
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条、第　条～第　条
２　休憩時間（　　）分
３　所定時間外労働の有無（　有、　無　）

（林業労働者用；常用、有期雇用型）

労働条件通知書

殿
年 月 日

事業主の氏名又は名称
事業場名称・所在地
使 用 者 職 氏 名
雇用管理責任者職氏名

あなたを次の条件で雇い入れます。
契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入
１　契約の更新の有無
　［自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（　　　）］
２　契約の更新は次により判断する。
　　・契約期間満了時の業務量　　　・勤務成績、態度　　　　・能力
　　・会社の経営状況　・従事している業務の進捗状況
　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

就業の場所

従事すべき
業務の内容

始業、終業の
時刻、休憩時
間、就業時転
換（（1）～（3）
のうち該当す
るもの一つに
○を付けるこ
と。）、所定時
間外労働の有
無に関する事
項

・定例日；毎週　　曜日、国民の祝日、その他（　　　　　　　　　）
・非定例日；週・月当たり　　日、その他（　　　　　　　　　　）
・１年単位の変形労働時間制の場合―年間　　日
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

（次頁に続く）

１　年次有給休暇　６か月継続勤務した場合→　　　　　日
　　　　　　　　　継続勤務６か月以内の年次有給休暇　（有・無）
　　　　　　　　　→　か月経過で　　日
　　　　　　　　　時間単位年休（有・無）
２　代替休暇（有・無）
３　その他の休暇　有給（　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　無給（　　　　　　　　　　）
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

休　　　日

休　　　暇

２　

募
集
・
採
用
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１　基本賃金　イ　月給（　　　　　円）、ロ　日給（　　　　　円）
　　　　　　　ハ　時間給（　　　　円）、
　　　　　　　ニ　出来高給（基本単価　　　 円、保障給　　　円）
　　　　　　　ホ　その他（　　　　　円）
　　　　　　　ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等

２　諸手当の額又は計算方法
　　イ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
　　ロ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
　　ハ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
　　ニ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
　　イ　所定時間外、法定超　月６０時間以内（　　　）％
　　　　　　　　　　　　　　月６０時間超　（　　　）％
　　　　　　　　　　所定超　（　　　）％
　　ロ　休日　法定休日（　　　）％、法定外休日（　　　）％
　　ハ　深夜（　　　）％
４　賃金締切日（　　　）―毎月　日、（　　　）―毎月　日
５　賃金支払日（　　　）―毎月　日、（　　　）―毎月　日
６　賃金の支払方法（　　　　　　　　　　　　）
　 ７　労使協定に基づく賃金支払時の控除（無　，有（　　　））
　 ８　昇給（時期等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　 ９　賞与（　有（時期、金額等　　　　　　　　）　，　無　）
　 10　退職金（　有（時期、金額等　　　　　　）　，　無　）

賃　　　金

１　定年制　（　有　（　　歳）　，　無　）
２　継続雇用制度（　有（　　　歳まで）　，　無　）
３　自己都合退職の手続（退職する　　日以上前に届け出ること）
４　解雇の事由及び手続

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

退職に関す
る事項

・社会保険の加入状況（　厚生年金　健康保険　厚生年金基金　その他（　　　　））
・雇用保険の適用（　有　，　無　）
・中小企業退職金共済制度（林業退職共済制度を含む。）
　（加入している　，　加入していない）
・労働者持ちのチェーンソー等の損料；月額（　　　　　　　円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　円）
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。

　労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも
の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か
ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない
労働契約に転換されます。

そ　の　他

※　以上のほかは、当社就業規則による。
※　本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び林業労働力の確保の促進に関する
　法律第３１条に基づく雇用に関する文書の交付を兼ねるものである。
※　労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。
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【記載要領】

１�．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成

し、本人に交付すること。

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。

３�．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労

働基準法により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、

臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事

項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の

傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項について

は、当該事項を制度として設けている場合には口頭又は書面により明示する義務

があること。

４�．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。

　�　また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新

の有無及び更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）を明示すること。

　　（参考）�　労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約

の契約期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることによ

り、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。この申込

みの権利は契約期間の満了日まで行使できること。

５�．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後の

ものを記載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的

に明示することは差し支えないこと。

６�．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する

事項」の欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。

また、変形労働時間制、フレックスタイム制等の適用がある場合には、次に留意

して記載すること。

　・変形労働時間制�：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）

を記載すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を

＝で抹消しておくこと。

　・フレックスタイム制�：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時

間帯の開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及

びフレキシブルタイムがない場合、かっこ書きを＝で抹消

しておくこと。

　・交替制�：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制

でない場合、　「（　　）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておく

こと。

７�．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載するこ

と。

８�．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出勤

率が８割以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。

　�　時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するもの

であり、その制度の有無を記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定

超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の

２　

募
集
・
採
用
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引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるものであり、その制度の

有無を記載すること。（中小事業主を除く。）

　�　また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、

日数（期間等）を記載すること。

９�．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合

においては、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始

業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される

就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

10�．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただ

し、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該

等級等を明確に示すことで足りるものであること。

・�　法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間

外労働が１箇月６０時間を超える場合については５割（中小事業主を除く。）、法

定休日労働については３割５分、深夜労働については２割５分、法定超えとなる

所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割、法定超えとなる所定時間

外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については７割５分

（中小事業主を除く。）、法定休日労働が深夜労働となる場合については６割を超

える割増率とすること。

・�　破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。

11�．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を

具体的に記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場

合においては、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示す

ことで足りるものであること。

　　（参考）�　なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。

　　　　　�　また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，高年齢者の６５歳

までの安定した雇用を確保するため、次の①から③のいずれかの措置

（高年齢者雇用確保措置）を講じる必要があること。

　　　　　①定年の引上げ　　②継続雇用制度の導入　　③定年の定めの廃止

12�．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険、中小企業退職金

共済制度等の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべ

きもの（労働者持ちのチェーンソー等の損料を含む）に関する事項、安全及び衛

生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関す

る事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けてい

る場合に記入することが望ましいこと。

13�．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で

就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな

いこと。

　＊�　この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式ど

おりとする必要はないこと。
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３　

労
働
時
間
・
休
日
・
休
暇　就業規則（常時10人未満の労働者を使用す

る事業所にあっては、これに準ずるもの）で
定める始業から終業までの時間は、通常「拘
束時間」と呼ばれ、この時間には、休憩時間
も含まれます。
　しかし、休憩時間は労働者が権利として労
働から解放されることが保障されている時間
であることから、通常は拘束時間から休憩時
間を除いた時間が労働時間となります。
　ところで、労働時間は「使用者の指揮監督
のもとにある時間」をいいますから、必ずし
も実際に労働した時間のみを指すわけではあ
りません。
　たとえば、作業と作業との間に生ずるいわ

　林業における労働時間は、林業労働が天候
などの自然条件に著しく左右されることなど
から、休憩および休日とともに、労働基準法
による規制の対象外とされていましたが、平
成６年４月１日からは同法の規定が全面的に
適用されることになりました。
　現在は、１週間の法定労働時間が40時間
（１日８時間）となっています。
　これにより、林業における労働時間は以下
の①、②の場合を除き、前記の労働時間を超
えることはできません。

①�　事業所の労働者の過半数が加入する労働
組合またはそれがない場合は、労働者の過
半数の代表者との書面協定（三六協定）に
より、時間外労働をさせる場合（労働基準
法36条。後述21頁参照）
②�　災害その他避けることのできない事由に
よって、臨時に労働時間を延長する場合
（労働基準法33条）
　ただし、これらはいずれの場合も法定の割
増賃金を支払う必要があります（労働基準法
37条）。

ゆる「手待時間」は労働時間であり、また作
業の準備や作業終了後の後始末に要する時間
も、作業遂行上不可欠なものとして使用者の
明示または黙示の指示により行われるもので
ある限り、労働時間としなければなりませ
ん。手待時間は、現実に作業をしない時間で
すが、“仕事があれば作業に入る”ための待機
時間であり、労働者はその時間を自由に利用
できないことから、休憩時間ではなく、労働
時間とされるのです。
　なお、安全衛生教育や安全衛生委員会、有
害業務の特殊健康診断に要する時間は、いず
れも労働時間としなければならないとする行
政解釈があります。

　１週の法定労働時間40時間をクリアする方
法としては、①週休２日制など休日増による
方法、②各日の所定労働時間を短縮する方
法、③変形労働時間による方法―などがあ
ります。
　変形労働時間制は、変形期間を平均して１
週40時間を超えない限り、特定の週の労働時
間について40時間を超えることができる（労
働基準法32条の２～32条の５）というもので
す。

3　労働時間・休日・休暇
労働時間管理とは1

法定労働時間2
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　変形労働時間制とは、一定の要件のもとに
法定労働時間の弾力的な運用が可能となるも
ので、⑴１か月単位の変形労働時間制、⑵フ
レックスタイム制、⑶１年単位の変形労働時
間制、⑷１週間単位の非定型的変形労働時間
制―がありますが、ここでは林業で比較的
導入が可能と思われる⑴と⑶について説明し
ます。

（1）１か月単位の変形労働時間制
　これは、労使協定または就業規則その他こ
れに準ずるものにより、１か月以内の一定期
間を平均し１週間当たりの労働時間が40時間
を超えない定めをした場合は、その定めに
よって特定された週または日の労働時間が40
時間または８時間を超えることができるとい
う制度です（労働基準法32条の２）。
　「一定期間を平均し１週間当たりの労働時
間が40時間を超えない」ということは、その
期間における所定労働時間の合計が次の計算
式で求めた法定労働時間の総枠を超えないと
いうことです。

40時間×変形期間内の暦日数÷７

　このように、法定労働時間の総枠の範囲内
で各日の労働時間を具体的に定めた場合は、
特定された週または日の労働時間が法定労働
時間を超えていても、時間外労働とはなら
ず、割増賃金の支払いも不要となります。
　ただし、育児を行う者、老人等の介護を行
う者、職業訓練または教育を受ける者その他
特別の配慮を必要とする者については、これ
らの者が育児等に必要な時間を確保できるよ
うな配慮をしなければならないこととされて
います（労働基準法施行規則12条の６）。

（2）１年単位の変形労働時間制
　これは、季節によって業務に繁閑の差があ
り、繁忙期には相応の時間外労働が生ずる
が、閑散期には所定労働時間を短く（あるい
は休日を多く）しても差し支えないような事
業所が、年間単位の労働時間管理を行うこと
によって、労働時間の効率的な配分を可能と
する制度です（労働基準法32条の４）。

　労働時間配分の基本的な考え方は、１か月
単位の場合と同じで、１年以内の一定の期間
（対象期間）を平均し１週間当たりの労働時
間が40時間を超えないように設定しますが、
１年単位の場合は以下の要件を満たす必要が
あります。
①�　対象期間が３か月を超える場合の所定労
働日数の限度は、原則１年当たり280日まで
②�　１日の労働時間は10時間まで、また１週
間の労働時間は52時間まで。ただし、対象
期間が３か月を超える場合は、以下の条件
を満たすこと
　イ�　対象期間内に週48時間を超える所定労
働時間を設定するのは、連続３週以内

　ロ�　対象期間を起算日から３か月ごとに区
切った各期間内において、週48時間を超
える所定労働時間を設定した週の初日が
３日以内

③�　労働日は連続６日まで（ただし、労使協
定で特に業務が繁忙な期間として定めた期
間（特定期間）については、１週間に１日
の休日が確保される日数。すなわち、連続
12日）
④�　次の項目について、労使協定（協定の当
事者は、三六協定と同じ）を締結し、労働
基準監督署長へ届け出ること
・�対象労働者の範囲
・�対象期間
・�特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な
期間）
・�対象期間における労働日と労働日ごとの労
働時間
・�有効期間
・�対象期間の起算日

変形労働時間制3
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　労働時間が６時間を超えるときは、少なく
とも45分、８時間を超えるときは、少なくと
も１時間の休憩時間を、労働時間の途中に与
えなければなりません（労働基準法34条）。
　労働時間が６時間以内の場合は、法律上休
憩時間を与える義務はなく、また労働時間が
８時間を超えても、与える休憩時間は１時間
でかまいません。
　ただし、疲労による作業能率の低下や災害
防止の観点からは、必要に応じ適切な休憩を
与える配慮が望まれます。
　ところで、休憩時間とは、労働者が労働か
ら解放されることが権利として保障された時
間をいいますから、たまたま作業に従事して
いない時間であっても、労働から離れて自由

　休日とは、労働契約上労働義務のない日を
いい、毎週少なくとも１回は与えなければな
りません（労働基準法35条）。１週間のどの
日を休日としてもよく、週によって曜日が異
なっていても差し支えありませんし、また一
斉ではなく、交替で与えることもできます。
なお、休日は午前０時から午後12時までの１
暦日で付与する必要があり、単に継続24時間
とすることはできません（昭23・４・５基発
535号）。
　あらかじめ定められた休日を他の労働日と
入れ替え、休日として特定された日を労働日
とし、その代わりに指定した労働日を休日と
することもできます。一般に、「振替休日」
と呼ばれている制度で、林業労働のような屋
外労働で雨天の日を休日に振り替える場合、

に利用することが保障されていない時間は、
休憩時間ではなく「手待時間」であり、労働
時間に含まれることになります。
　休憩時間は、労働時間の途中に与えなけれ
ばなりませんが、途中であれば分割すること
も可能です。また原則として、休憩は一斉に
与えなければなりません。
　さらに、休憩時間は労働から解放される時
間ですから、当然に自由に利用し得るもので
なければなりませんが、自由利用といっても
無制限ではなく、したがって休憩の目的を損
わない程度であれば、「事業場の規律保持上
必要な制限を加えることは、差し支えない」
（昭22・９・13発基17号）とされています。

広く利用されている制度です。
　ただし、振り替える場合は、①振替の具体
的事由と振替日の指定の方法を就業規則中に
規定すること、②振替実施日の前に、あらか
じめ振替日を指定して振り替えること、③振
替日はできる限り近接した日とすること―
に留意する必要があります。
　休日は必ず週１回与えなければなりません
が、４週４日の変形休日制による場合は、例
外として週休制の原則によらなくても、違法
とはされません。
　なお、①三六協定により休日労働について
定めがある場合②非常災害により行政官庁の
許可を得て行う場合―には休日に労働させ
ることができることとされています（20頁参
照）。

■林業の場合の休憩時間の与え方

労働時間の途中に付与

自由利用

労働から
離れること
を保障され
た時間

与　

え　

方

休憩
時間

一斉付与

休　　憩4

休　　日5

３　

労
働
時
間
・
休
日
・
休
暇
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　時間外労働とは、１日８時間を超え、ある
いは１週40時間を超えて労働させることをい
い、休日労働とは、１週間に１回または４週
４日の休日に労働させることをいいます。

（1）労使協定（三六協定）
　時間外・休日労働は、使用者が労働者の代
表との書面による協定（いわゆる三六協定）
を結び、所轄労働基準監督署長に届け出た場
合に、その協定の範囲内で行わせることがで
きます（労働基準法36条）。
　ただし、長時間の時間外労働を抑制するた
め、時間外労働の限度に関する基準が定めら
れています。

■振替休日と代休の相違点

振替休日 代　　休

意
味

あらかじめ定めてある休日を、事前に手続きし
て他の労働日と交換すること。休日労働にはな
らない。

休日に労働させ、事後に代わりの休日を与える
こと。休日労働の事実は変わらず、帳消しには
ならない。

要
件

①就業規則等に振替休日の規定をする。
②振替日を事前に特定する。
③振替は近接した範囲内とする。
④遅くとも前日の勤務時間終了までに通知する。

特にはなし。
ただし、制度として行う場合、就業規則等に具
体的な記載が必要なこと（代休を付与する条
件、賃金の取扱い等）。

賃
金

同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払
いでよいこと。週をまたがって振り替えた結果、
週法定労働時間を超えた場合は時間外労働に対
する割増賃金の支払いが必要である。

休日労働の事実は消えないので、休日労働に対
する割増賃金の支払いが必要なこと。代休日を
有給とするか無給とするかは、就業規則等の規
定による。

※�法定休日以外の休日（土・日休みの場合の土曜日、日・祝休みの場合の祝日等）については、休
日労働に該当しないが、当日の労働時間が８時間以内でも週の法定労働時間を超えた場合は、「時
間外労働」となることに注意。

■一定期間についての延長時間の限度

期　間 限度時間
１週間 15時間（14時間）
２週間 27時間（25時間）
４週間 43時間（40時間）
１か月 45時間（42時間）
２か月 81時間（75時間）
３か月 120時間（110時間）
１年間 360時間（320時間）

※�対象期間が３か月を超える１年単位の変形
労働時間制の場合は、（　）の時間以内と
しなければならない。

　また、育児や介護を行う一定範囲の労働者
のうち、希望者については、時間外労働の限
度について通常の労働者より短い基準が定め
られています（育児・介護休業法17条、18
条）。具体的には、事業の正常な運営を妨げ
る場合を除き、１か月24時間、１年150時間
以内とされています。

（2）災害など臨時の必要がある場合
　災害など臨時の必要がある場合には、所轄
労働基準監督署長の許可を受けることで、必
要な時間外・休日労働をさせることができます。
　「管理監督の地位にある者」や「機密の事
務を取り扱う者」または「監視・断続的な労
働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可
を受けたもの」には労働時間、休憩、休日の
規定は適用されません。
　ただし、深夜業、年次有給休暇、産前産後
休業に関する規定は適用されますので、注意
が必要です。
　なお、「管理監督の地位にある者」とは、一
般的には、部長、工場長等労働条件の決定そ
の他労務管理について経営と一体的な立場に
ある者をいい、名称にとらわれず、実態に即
して判断されます。また、その判断に当たっ
ては、その者の職務内容、責任と権限、勤務
態様に着目し、さらにその地位にふさわしい
待遇がなされているかどうか等、総合的に判
断されますので、十分注意する必要があります。

時間外労働、休日労働6



21

　事業主は、休日のほかに、雇い入れの日か
ら起算して６か月間継続勤務し、全労働日の
８割以上出勤した者には、所定の年次有給休
暇を与えなければなりません。

（1）年次有給休暇の付与日数
　前記の要件を満たした労働者には、以下の
表１に示す日数以上の年次有給休暇を与える
必要があります。

＜全労働日に含めるもの＞
　８割出勤の計算に当たっての全労働日と
は、労働契約上労働義務の課せられている日
をいいます。また、次に掲げる日は出勤した
ものとして取り扱われます。

⃝業務上負傷し、または疾病にかかり療
養のために休業した期間
⃝育児・介護休業期間
⃝年次有給休暇を取得した期間
⃝産前産後の休業期間

（2）パートタイマーの年次有給休暇
　パートタイマーに対しても、前記の要件を
満たせば、通常の労働者と同様に年次有給休
暇を与えなければなりません。
　ただし、所定労働日数の少ないパートタイ

マーで以下の①および②の要件に該当する場
合は、下記の表２で示す日数以上与えればよ
いとされています。これを比例付与といいます。
①�　週の所定労働時間が30時間未満の者
②�　週の所定労働日数が４日以下の者、ある
いは年間の所定労働日数が216日以下の者

（3�）年次有給休暇の時季変更と計画的
付与

　年次有給休暇は、本来労働者が請求する時
季に与えるものですが、事業の正常な運営を
妨げる場合には、他の時季に変更させること
ができます。
　また、年次有給休暇のうち５日を超える部
分については、労使協定を結ぶことにより、
計画的に付与することができます。

（4）パートタイマーへの配慮
　パートタイマーは仕事と家庭生活の両立を
前提としていますので、時間外・休日労働は
できるだけ行わせないよう努めましょう。

（5）時間単位付与
　年次有給休暇のうち、繰越し分を含めて１
年間５日を限度に、労使協定を結ぶことによ
り、時間単位で付与することができます。

■表１　年次有給休暇の付与日数

勤続年数 ６か月 １年６か月 ２年６か月 ３年６か月 ４年６か月 ５年６か月 ６年６か月
以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

■表２　年次有給休暇の比例付与日数

週所定労働日数 １年間の所
定労働日数

勤続年数

６か月 １年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

４日 169日～216日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日

３日 121日～168日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日

２日 73日～120日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日 48日～72日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

年次有給休暇7

３　

労
働
時
間
・
休
日
・
休
暇
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　「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その
他名称の如何を問わず、労働の対償として使
用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
（労働基準法11条）。
　つまり、定期的に支払われるもの、出来高

４　賃金

で支払われるもの、臨時的に支払われるもの
など、その形態、種類を問わず使用者が労働
者に支払うもので、労働の対償であるもの
は、すべて賃金とされます。

　賃金をどのように決め、額をいくらにする
かは、基本的には労使が対等の立場で決定す
べきことですが、その際には以下の事項に注
意する必要があります。
①�　労働者の国籍・信条・社会的身分を理由
とした差別的な取り扱いは禁止されていま
す。
②�　労働者が女性であることを理由とした男
性との差別的な取り扱いは禁止されていま
す。また、女性を有利に取り扱うことも差
別的な取り扱いになります。
③�　賃金額は、最低賃金法に基づき定められ
た最低賃金を下回ることはできません（地
域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合
には50万円以下の罰金）。

　�　最低賃金には、都道府県別に定められる
ものと、業種別に定められるものがありま
すので、詳しい内容については、最寄りの
労働局または労働基準監督署にお尋ねくだ
さい。
④�　出来高払制その他の請負制で使用する労
働者に対しては、その労働時間に応じて一
定額の賃金を保障しなければなりません
（労働基準法27条）。
　�　額については、常に通常の実収賃金とあ
まりへだたらない程度の収入が保障される
よう定めることとされています。目安とし
ては、平均賃金の60％程度を保障すること
が妥当でしょう。

　労働者にとって生活の糧である賃金につい
ては、その支払いが確保されるよう、使用者
は以下の点を遵守することが義務づけられて
います（労働基準法24条）。

（1）通貨払いの原則
　賃金は、通貨で支払わなければなりませ
ん。現物給付は禁止されています。ただし、
法令または労働協約に定めがある場合には、
通貨以外のものでも支払うことができます。
　また、労働者の同意があれば労働者の指定
する銀行口座等への振込み等も可能です。
　なお、退職手当に限っては、労働者の同意

があれば①銀行その他の金融機関が振り出し
た自己あて小切手②銀行その他の金融機関が
支払い保証をした小切手③郵便為替、のいず
れかの支払い方法も認められています（労働
基準法施行規則７条の２）。

（2）直接払いの原則
　賃金は、直接労働者に支払わなければなり
ません。労働者が未成年者であっても、賃金
をその親権者や後見人に支払うことはできま
せん。
　ただし、労働者が病気などで欠勤している
場合に、親族など労働者の「使者」に支払う

賃金とは1

賃金の決定に当たって注意する事項2

賃金支払いの原則3
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ことは差し支えありません。

（3）全額払いの原則
　賃金は、全額を支払わなければなりませ
ん。ただし、①法令による場合、②労働組合
等との書面による協定がある場合――には、
控除して支払うことができます。

（4�）毎月１回以上、一定期日払いの原
則

　賃金は毎月１回以上、一定の期日に支払わ
なければなりません。「一定の期日」とは、
「毎月25日」というように、具体的に特定す
ることが必要です。
　なお、この原則は退職金など臨時に支払わ
れる賃金、賞与その他１か月を超える期間を
基礎として支給される能率手当などには適用
されません。

　使用者は、以下に掲げる費用を労働者が請
求した場合には、支払い期日前であっても請
求時までに行った労働に対する既往の賃金を
支払わなければなりません（労働基準法25
条）。
①�　労働者またはその収入によって生計を維

持する者の出産、疾病または災害の場合
②�　労働者またはその収入によって生計を維
持する者の結婚または死亡の場合
③�　労働者またはその収入によって生計を維
持する者のやむを得ない事由による１週間
以上の帰郷の場合

　労働者は働くことができるのに、会社側の
都合（使用者の側に責任がある場合）により
所定労働日に労働者を休業させた場合（使用

者による債務の履行不能もしくは不履行）
は、平均賃金の60％以上の休業手当を支払わ
なければなりません（労働基準法26条）。

　使用者は次の場合には、所定の割増賃金を
支払わなければなりません（労働基準法37
条）。
①�　法定の労働時間を超え（25％以上）また
は法定の休日に労働させた場合（35％以上）
②�　深夜（原則として午後10時から午前５時
まで）に労働させた場合（25％以上）
　時間外労働が深夜に及んだ場合は、通常の
時間外労働（25％）に深夜労働（25％）を加
えた50％以上の割増賃金を支払わなければな
りません。
　また、休日労働が深夜に及んだ場合は、
60％以上の割増賃金を支払わなければなりま
せん。

　なお、１か月60時間を超える時間外労働に
ついては50％以上の割増賃金を支払わなけれ
ばなりません（ただし、林業について資本金
の額または出資の総額が３億円以下又は常時
使用する労働者数が300人以下の事業場に
あっては、当分の間その適用が猶予されてい
ます）。なお、労使協定の締結により、法定
割増賃金率の引き上げ分の割増賃金の支払に
ついては有給の休暇（年次有給休暇とは別で
す）の付与に代えることができます。

賃金の非常時払い4

休業手当5

割増賃金6

４　

賃
金
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　雇用保険と労災保険を総称して、労働保険
といいます。
　林業では、個人経営であって常時５人未満
の労働者を使用している事業所以外では、す
べて当然に労働保険が適用されます。

（1）労災保険
①　適用を受ける事業
　�　労災保険は、労働者を使用するすべての
事業に適用されます（労災保険法３条）。
ただし、農林水産の事業であって、常時５
人未満の労働者を使用する個人経営の事業
は、暫定的に任意適用事業となっています
が、これに該当する場合であっても、林業
については、常時労働者を使用するものま
たは年間使用延労働者数が300人以上のも
のは労災保険が当然に適用されます（昭47
政令47号、昭50労働省告示35号）。
②　適用を受ける労働者
　�　労災保険の適用を受ける事業に使用され
ている労働者は、業務災害および通勤災害
について原則としてすべて労災保険の給付
を受けます。
③　特別加入
　�　労災保険は、適用を受ける労働者以外に
も、いわゆる一人親方など一定の要件を満
たす者については、特別加入する方法があ
ります（労災保険法33条）。
　�　特別加入ができる範囲は、以下のとおり
です。
　　イ　中小事業主等
　　ロ　一人親方等
　　　ａ�　個人タクシー業者、個人貨物運送

業者
　　　ｂ�　大工、左官、とび、石工等の建設

業の一人親方
　　　ｃ�　漁船による水産動植物の採捕の事

業に従事する者
　　　ｄ�　植林、伐採、木炭製造等を行う林

業の一人親方
　　　ｅ　医薬品の配置販売業者

　　　ｆ�　廃品回収業、くず鉄業と呼ばれる
事業を行う再生資源取扱業者

　　　ｇ�　船員法第１条に規定する船員が行
う事業に従事する者

　　ハ　特定作業従事者
　　　ａ�　特定の危険有害な農作業に従事す

る者
　　　ｂ�　特定の農業機械を用いて農作業を

行う者
　　　ｃ�　国、地方公共団体が直接、または、

事業主団体に委託して実施する職場
適応訓練として行われる作業に従事
する者

　　　ｄ�　危険有害な作業に従事する家内労
働者

　　　ｅ　労働組合等常勤役員
　　　ｆ　介護作業従事者
　　ニ　海外派遣者

（2）雇用保険
①　適用を受ける事業
　�　雇用保険は、原則として労働者を使用す
る事業は、すべて当然に適用事業となりま
す（雇用保険法５条）。ただし、農林水産
の事業で常時使用する労働者数が５人未満
の個人経営の事業については、暫定的に任
意適用事業となっています（雇用保険法附
則２条、同施行令附則２条）。
②　適用を受ける労働者（被保険者）
　�　適用事業に使用される労働者は、原則と
して労働者の意思にかかわりなく、以下の
要件のすべてを満たすときは原則として雇
用保険の被保険者となります。
　イ�　１週間の所定労働時間が20時間以上で
あること

　ロ�　31日以上引き続き雇用されることが見
込まれること

５　労働保険・社会保険
労働保険1
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（1）健康保険
　健康保険は、事業所を単位として適用され
ます。
　健康保険の事業を運営する保険者は、全国
健康保険協会および健康保険組合です。
　全国健康保険協会の健康保険は、健康保険
組合の組合員以外が対象となります。
　健康保険組合の健康保険は、加入事業所の
労働者を対象に、独自の立場で健康保険の事
業を運営するものです。
　前記の健康保険は、適用事業所に雇用され
ている労働者を対象としますが、個人事業者
などについては市町村が管掌する国民健康保
険に加入することになります。
①　強制適用事業所
　�　林業の場合、法人の事業所、国または地
方公共団体の事業所については、従業員数
に関係なく強制的に健康保険が適用されま
す。
②　任意適用事業所
　�　林業を営む個人経営の事業所について

は、強制的に社会保険が適用されることは
ありませんが、被保険者となるべき者の２
分の１以上の同意を得て、年金事務所長等
の認可を受ければ健康保険に任意加入する
ことができます。
　�　この認可を受けた場合は、健康保険への
加入を同意しなかった者も被保険者となり
ます。

（2）年金
■国民年金の概要
　日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満
の者は公的年金に加入する義務があります。
国民年金において、被保険者はその加入形態
によって以下の３種類に分類されます。
①　第１号被保険者
　�　日本国内に住所を有する20歳以上60歳未
満の者で、第２号被保険者および第３号被
保険者に該当しない者
②　第２号被保険者
　�　厚生年金などの被用者年金の被保険者、

社会保険2

●請負契約の下請負人→�原則×。ただし、実態として労働関係が認められ

る場合は、適用される。

●自 営 業 者→�×

●法 人 の 役 員→�業務執行権や賃金の有無によって異なる。

●同 居 の 親 族→�原則×。ただし、常時同居の親族以外の労働者を

使用する事業等で、就業規則や賃金等が他の労働

者と同様であることが認められる場合は、当該同

居の親族については適用される場合がある。

●高 齢 者→�×65歳に達した日以降に雇用された場合は適用と

ならない。

雇用保険の適用

③　給付日数
　イ　一般の離職者
　　在職年数に応じて90～150日
　ロ　倒産、解雇等による離職者
　　年齢および在職年数に応じて90～330日

　ハ　一定の就職因難者
　　年齢および在職年数に応じて150～360日

５　

労
働
保
険
・
社
会
保
険
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に、一定の認定基準に該当したときに介護
サービスが受けられます。被保険者は、その
年齢によって以下の２種類に分類されます。
①　第１号被保険者
　�　65歳以上の高齢者で、保険料は老齢年金
の年金額によって年金額から天引きされる
か、直接本人が納めるかが決まります。
②　第２号被保険者
　�　40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、
保険料は加入する医療保険制度を通じて医
療保険料と一緒に納付します。その額は、
健康保険の場合は、医療保険各法の規定に
基づき算定された額を労使折半により毎月
納めます。

（4）後期高齢者医療制度
　75歳以上の方および65歳以上75歳未満で一
定の障害がある方（本人の申請に基づき、後
期高齢者医療広域連合の認定を受けた方）
は、後期高齢者医療制度の被保険者となりま
す。

　林業では、社会保険への加入率は高いとは
いえない状況にあります。社会保険への加入
によって労働者が利益を受けることはもとよ
り、事業主にとっても労働者の定着など多く
のメリットがありますので、ぜひ加入しま
しょう。

組合員または加入者
③　第３号被保険者
　�　第２号被保険者の被扶養配偶者で、20歳
以上60歳未満の者
■厚生年金保険
①　適用事業所・任意適用事業所
　�　厚生年金保険の適用事業所の範囲、任意
加入の方法は健康保険と同様です。
②　被保険者の範囲
　�　被保険者の範囲についても、健康保険と
同様です。パートタイマーについては、そ
の事業所と常用的雇用関係にあるかどうか
により個別に判断されますが、１日または
１週の所定労働時間および１か月の所定労
働日数が一般従業員のおおむね４分の３以
上になる場合は、健康保険および厚生年金
保険の被保険者とするとされています。
　�　平成28年10月から、①週20時間以上、②
月額8.8万円以上（年収106万円以上）、③
勤務期間１年以上、④学生以外、⑤従業員
501人以上の企業、の条件を全て満たす短
時間労働者は、健康保険・厚生年金保険が
適用されることとなります。

（3）介護保険
　介護保険制度を運営する保険者は、市町村
です。介護保険の被保険者は、日本国内に住
む40歳以上の者で、保険料を負担するととも

　企業独自で退職金制度をもつことが困難な
中小企業を対象とした相互共済の仕組みとし
て、労働者福祉の向上を目的に、国が法律に
基づいて確立した退職金制度で、独立行政法
人勤労者退職金共済機構（この項目において
「機構」といいます。）が運営しています。
　中小企業退職金共済制度には、特定業種の
期間を定めて雇用される者を対象とする特定
業種退職金共済制度（林業、建設業、清酒製
造業）と常用労働者を対象とする一般の中小
企業退職金共済制度とがあります。

（1）林業退職金共済制度（林退共）
　この制度は、林業（育林業、素材生産業、
山林種苗業等）を営む事業主が機構と退職金

共済契約を結んで共済契約者となり、掛金を
負担するとともに、その雇用する林業の現場
で働く労働者を被共済者とするものです。事
業主は雇用している労働者の退職金共済手帳
に働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を
貼り、労働者は林業界で働くことをやめたと
きに、機構から直接退職金の支払いを受けま
す。
　労働者の雇用事業主が変わっても、労働者
の被共済者の立場は継続しますし、加入事業
主の下で働いた日数は全部通算できるように
なっています。
　①　加入できる事業主は
　　・�林業を営む事業主であれば専業・兼業

にかかわらず加入することができます。

中小企業退職金共済制度3
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　④　掛金は
　　・�共済契約者（事業主）が共済証紙（掛

金日額460円）を金融機関から購入し、
共済手帳に貼付することによって納付
されます。

　　・�事業主が支払う掛金については、法人
では損金、個人事業主では必要経費と
して全額非課税となります。

　⑤　制度間の移動通算は
　　�　一般の中小企業退職金共済制度、建設
業退職金共済制度、清酒製造業退職金共
済制度の被共済者が、期間を定めて林業
の現場で働く労働者となった場合であっ
て、事業主が林業退職金共済制度に加入
している場合、一定の条件を満たせば、
納付された掛金総額及び掛金納付月数を
通算することができます（反対に林業退
職金共済制度からの他の退職金共済制度
へも移動通算できます。）。

（2�）一般の中小企業退職金共済制度
（中退共）
　一般の中小企業退職金共済制度は、常用の
労働者に関する退職金共済制度です。
　加入する場合は期間を定めて使用される者
などを除き、原則として労働者全員について
契約を結ぶ必要があります。

　　・�現に中小企業退職金共済制度に加入し
ている事業主であっても、林業の現場
で働く労働者がいる場合には、加入す
ることができます。

　②　対象になる労働者は
　　・�林業を営む事業主に期間を定めて雇用

され、かつ、林業の現場で働くことを
本業または本職としている者であれ
ば、日給制、月給制、出来高制にかか
わらずすべて対象となります。

　　・�加入に際しては、該当者全員について
契約を結ぶ必要があります。

　　・�林業の現場で働くことを本業または本
職としていても、林業を営む事業主に
期間を定めずに雇用されている者及び
事務職である者については、林業退職
金共済に加入することができませんの
で、一般の中小企業退職金共済制度に
加入してください。

　　・�現に他の中小企業退職金共済制度の被
共済者である労働者は、両方の制度に
重複して加入することはできません。

　③　一人親方は
　　・�一人親方が集まって任意組合を作れ

ば、加入することができます。

５　

労
働
保
険
・
社
会
保
険
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（1）労働者への安全への配慮
　労働契約の締結に伴って、使用者には、労
働者の生命、身体の安全を確保しつつ労働す
ることができるよう、必要な配慮をするもの
となっています（労働契約法５条）。

（2）安全衛生管理体制
　労働者の安全衛生が確保されるよう、事業
者は労働安全衛生法の規定に基づき、管理体
制を以下の表のように整備する必要があります。

て関係者の意見を聴くために設置します。
　⑥�　安全衛生推進者：安全管理者・衛生管
理者と同様の業務を行います。

（3）必要な資格等
　労働災害防止のため作業現場の管理を必要
とする一定の作業については、作業現場単位
に、作業主任者を配置しなければなりませ
ん。作業主任者になるためには、免許試験に
合格するか（林業架線作業主任者）、所定の
技能講習を修了するなど、一定の要件を満た
すことが必要です。

（4）安全衛生教育
　事業者は労働者を雇い入れたときや労働者
の作業内容を変更したときは、当該業務に必
要な安全衛生教育を行わなければなりません。
　また、伐木等の危険業務に従事する者に
は、特別教育を行う必要があります。さらに、
林内作業車や刈払機等を使用する作業に従事
する者に対しては、安全衛生教育を行うよう
努めなければなりません。

（5）�定期自主検査および特定自主検査
　事業者は一定の機械等については、定期的
に自主検査をしなければなりません。また、
これらの機械等のうちフォークリフトなどに
ついては、一定の資格を有する者に点検させ
る特定自主検査を実施しなければなりません。

６　安全衛生および健康管理

使　　用
労働者数 整備すべき管理体制

常時100人以上
（林業の場合）

総括安全衛生管理者・安全管
理者・衛生管理者・産業医の
選任、安全委員会・衛生委員
会の設置（安全衛生委員会で
も可）

常時50～99人
安全管理者・衛生管理者・産
業医の選任、安全委員会・衛
生委員会の設置（安全衛生委
員会でも可）

常時10～49人 安全衛生推進者の選任

　①�　総括安全衛生管理者：事業所の安全衛
生に関する業務の統括管理を行います。

　②�　安全管理者：安全に関する技術的な事
項を管理します。

　③�　衛生管理者：衛生に関する技術的な事
項を管理します。

　④�　産業医：労働者の健康管理について、
必要な助言、勧告等を行います。

　⑤�　安全・衛生委員会：安全・衛生につい

（1）労働者の健康の維持・増進
　事業者は、快適な職場環境の実現等を通じ
て労働者の健康を確保するようにしなければ
なりません（労働安全衛生法３条）。

（2）一般健康診断の実施
　事業者は常時使用する労働者に対し、医師

による健康診断を受けさせなければなりませ
ん。実施は、雇入れ時と毎年１回（一定の業
務は６か月に１回）です（労働安全衛生法66
条）。
　パートタイマーも、労働安全衛生法上の
「常時使用する労働者」に該当すれば、その
規定に基づき健康診断を受けさせなければな

安全衛生管理体制1

健康管理2
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りません。具体的には、１年以上継続して使
用する（または使用している）者であって、
１週間の所定労働時間が通常の労働者の４分
の３以上の者が該当します。
　このうち、定期健診では医師が必要ないと
認めた場合は、厚生労働大臣の定めた基準に
基づいて一部の項目を省略することができま
す。雇入れ時健診には、医師の判断で省略で
きる項目はありません。
　なお、健康診断の結果は労働者に通知しな
ければなりません（労働安全衛生法66条の
６）。

（3）特殊健康診断について
　林業労働者のうち、屋内作業場等における
有機溶剤業務に従事する労働者については、
特殊健康診断を行わなければなりません（労
働安全衛生法66条２項）。

（4）事後措置について
　健康診断の結果、必要があると認めるとき
は医師または歯科医師の意見を勘案し、就業
場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮な
どの措置を講じなければなりません（労働安
全衛生法66条の５）。また、「特に健康の保持
に努める必要があると認める労働者」につい
ては、医師や保健師による保健指導を行わせ
るよう努める必要があります（労働安全衛生
法66条の７）。

（5）面接指導
　時間外労働が月100時間を超えており、疲
労の蓄積が認められる者が申し出た場合は、
産業医などによる面接指導を受けさせなけれ
ばなりません（労働安全衛生法66条の８）。

（1�）伐木造材等の作業について、事業
者は労働者の危険を防止するため、
以下の措置を講ずる必要があります。

　①�　退避場所をあらかじめ選定すること。
かん木や枝条、つる、浮石等で伐倒の際
に危険を生ずるものは取り除くこと

　②�　伐倒の際は、合図を行い、他の労働者
の退避を確認すること（例：指差し呼称
の励行等）

　③�　伐倒木の転落等を防止する措置を講ず
ること

　④�　伐木や造林を行っている場所の下方で

伐倒木などが転落するおそれがある場合
には、労働者の立入りを禁止すること

　⑤�　強風、大雨などの悪天候時には作業を
行わないこと

　⑥�　作業者には、保護帽を着用させること

（2�）機械集材装置や運材索道を設置し
たり、これによる作業を行うとき
は、労働者の危険を防止するため、
以下の装置を講ずる必要があります。

　①�　林業架線作業主任者を選任し、機械集
材装置または運材索道を設置しようとす

伐木作業等における危険防止（労働安全衛生法21条）3

私は健康診断を
受けるのでしょうか？

あなたは「常時使用する
労働者」ですので
受けて下さい。

労務担当者パートタイマー

６　

安
全
衛
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　⑩�　ワイヤロープの下で荷が落下したり、
ワイヤーロープの内角側で、ワイヤー
ロープ等が飛来するおそれがある場所
は、労働者の立入りを禁止すること

　⑪�　搬器、つり荷、重錘等の物に労働者を
乗せないこと

　⑫�　強風、大雨などの悪天候時には作業を
行わないこと

　⑬�　林業架線作業については、法令で定め
られた点検を実施すること

　⑭�　運転中は、運転者を運転位置から離れ
させないこと

　⑮�　林業架線作業を行う労働者には、保護
帽を着用させること

※�　かかり木の処理作業については、「かか
り木の処理の作業における労働災害防止の
ためのガイドライン」（平成14年３月28日、
基安発0328001号）を参照してください。

るときは、あらかじめ林業架線作業主任
者に法令に定められた事項を行わせるこ
と

　②�　制動装置等は、法令に定める基準に従
うこと

　③�　ワイヤロープは、安全係数以上のもの
を使用すること

　④�　不適格なワイヤロープは、使用しない
こと

　⑤�　機械集材装置の作業索については、所
定の措置を講ずること

　⑥�　機械集材装置については、巻過ぎを防
止するための措置を講ずること

　⑦�　機械集材装置の集材機または運材索道
の運材機については、所定の措置を講ず
ること

　⑧�　最大使用過重、最大積載過重を見やす
い箇所に表示し、労働者に周知すること

　⑨�　組立・運転等における合図等の実施を
徹底すること

　林業においては、チェーンソー使用者など
に振動障害の発生がみられますが、こうした
振動障害の防止を図るためには、以下に示す
防止対策を総合的に講ずる必要があります。
　①　振動工具の選定の適正化
　　�　振動工具は、できるだけ振動レベルの
小さいものを採用し、定期的に点検整備
を行うこと

　②�　振動工具の操作時間管理、操作方法の
適正化

　　�　振動工具の操作に当たっては、操作時
間を厳守し、他の作業と組み合わせるな
ど適切な作業計画に基づいて行うこと。
また、防振保護具や防音保護具の使用を
徹底すること

　③　作業環境の整備
　　�　休憩設備や暖房設備の使用等により、
寒冷等の影響を少なくすること

　④　定期健康管理
　　�　定期健康診断の実施、適切な事後措置
などで健康管理を充実すること

　⑤　安全衛生教育
　　�　振動業務に就かせるときや、取り扱う
工具を変更するときは、振動障害防止に
ついて必要な教育を行うこと

　⑥　安全衛生管理体制
　　�　前記①から⑤までの業務等を行う安全
衛生推進者等を選任し、安全衛生管理体
制を確立すること

　なお、チェーンソー取扱い作業従事者に対
しては、一定の特別教育が必要になります。

振動障害の防止対策4
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（1）時間外労働の制限
　女性労働者に対する時間外労働の激変緩和
措置は、廃止されています。現在は、男女労
働者に共通の時間外労働の制限措置（20頁）
が適用されています。

（2）産前産後の休業等
①　産前休業
　�　使用者は、６週間（多胎妊娠の場合は14
週間）以内に出産する予定の女性が休業を
請求した場合は、その女性を就業させては
いけません（労働基準法65条１項）。
②　産後休業
　�　使用者は、原則として産後８週間を経過
しない女性を就業させてはいけません（労
働基準法65条２項）。

（3）妊産婦等の就業の制限
　妊産婦（妊娠中の女性および産後１年を経
過しない女性）が請求した場合には、時間
外・休日労働、深夜業をさせてはなりませ
ん。また、変形労働時間制で働かせる場合で
も、請求があれば１日または１週間の法定労
働時間を超えて働かせることはできません
（労働基準法66条）。
　妊産婦については、母体や胎児の保護のた
め、重量物取扱い等妊娠、出産、哺育等に有
害な業務については、就業が制限されていま
す（労働基準法64条の３第１項、女性労働基
準規則２条）。
　また、妊産婦以外の女性についても、妊娠
または出産にかかわる機能に有害である業務
については、就業が制限されています（労働
基準法64条の３第２項、女性労働基準規則３
条）。

（4）育児時間
　生後１年未満の生児を育てている女性が請
求した場合は、通常の休憩時間のほかに１日
２回それぞれ少なくとも30分の育児時間を与
えなければなりません（労働基準法67条）。

（5�）生理日の就業が著しく困難な女性
について

　生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を
請求した場合には、その女性を生理日に就業
させることはできません（労働基準法68条）。

（6）男女雇用機会均等法による規制
　男女雇用機会均等法では、主に以下の事項
について規制をしています。
①　募集・採用について
　�　募集・採用において、性別を理由とする
差別が禁止されています。
②�　配置、教育訓練、福利厚生、雇用形態の
変更、定年、退職、解雇等
　�　配置・昇進・降格、教育訓練、福利厚生、
職種・雇用形態の変更や退職の勧奨、定年
および解雇ならびに労働契約の更新につい
ても、性別を理由とする差別が禁止されて
います。
③　性別以外の事由を要件とする措置
　�　上記の①と②に掲げる事項に関する措置
で、身長・体重・体力を募集・採用条件に
すること、転勤に応じられることを総合職
の募集・採用条件にすること、転勤経験が
あることを昇進要件とすることは、業務の
遂行上特に必要である等でなければ、講じ
てはならないとされています。
④�　セクシュアルハラスメントの防止について
　�　事業主に対して、職場における性的な言
動に起因する問題（セクシュアルハラスメ
ント）につき、男女を問わず、労働者の相
談に応じ、適切に対処するために必要な体
制の整備、その他の雇用管理上の措置義務
が課せられています。
⑤　妊産婦に対する健康配慮義務
　�　事業主には、①保健指導または健康診査
を受けるために必要な時間の確保、②保健
指導または健康診査による指導事項を守る
ための措置――が義務づけられています。
⑥�　婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益
取扱いの禁止等

７　女性
女性1

７　

女
性



32

妊娠中および産後１年以内の女性労働者の
解雇は無効となります。
⑦�　女性労働者に係る措置に関する特例（ポ
ジティブ・アクション）
　�　事業主が、職場に事実上生じている男女
間の格差を是正することによって男女の均
等な機会・待遇を実質的に確保するため
に、女性のみを対象とする又は女性を有利
に取り扱う措置（ポジティブ・アクショ
ン）は、法違反とはなりません。

　�　女性労働者が、婚姻や妊娠、出産をした
ことを理由として退職する定めをすること
はできません．また、女性労働者が、婚姻
したことを理由として解雇することもでき
ません。さらに、女性労働者が、妊娠、出
産、産前休業の請求、産前産後休業の取得、
その他母性健康管理措置等を求めたことを
理由として、解雇その他の不利益取扱いを
することもできません。そして、これらを
理由としないことを証明できない限りは、

育児・介護休業法の概要2
（1）育児休業とは
　育児休業とは、労働者が１歳に満たない子
を養育するための休業です。事業主は、労働
者から申出があった場合は、子１人につき原
則１回、育児休業を取得させなければなりま
せん。
　また、子が１歳を超えても休業が必要と認
められる一定の場合（例えば、保育所に入所
を希望しているが入所できない場合など）に
は、労働者は、子が１歳６か月に達するまで
休業することができます。
　また、父母がともに育児休業を取得するな
ど一定の要件を満たした場合は、子が１歳２
か月に達するまでの間に１年間の育児休業が
取得できます。

（2）介護休業とは
　介護休業とは、労働者が介護を必要とする

家族を介護するための休業です。事業主は、
労働者から申出があった場合は、対象となる
家族１人につき、常時介護を必要とする状態
に至るごとに１回（通算して延べ93日まで）
介護休業を取得させなければなりません。

（3）期間雇用者の場合
　それぞれ下記の表①、②のいずれも満たす
期間雇用者については、育児・介護休業の対
象となります。

（4）時間外労働・深夜業の制限
　小学校就学前の子を養育する労働者または
家族介護を行う労働者から請求があった場合
は、１か月24時間、１年150時間を超えて時
間外労働をさせることはできません。
　また、これらの労働者から請求があった場
合には、深夜労働（午後10時～午前５時まで
の労働）をさせることはできません。

（5）所定労働時間の短縮
　事業主は、３歳に達するまでの子を養育す
る労働者に対し、労働者が希望すれば利用で
きる１日の所定労働時間を６時間とする措置
を含む短時間勤務制度を設けなければなりま
せん。
　また、家族介護を行う労働者に対しては、
要介護状態にある対象家族を介護する従業員
が希望すれば利用できる短時間勤務制度等の
措置として、
①　短時間勤務制度
②　フレックスタイム制
③　始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

■表

育児休業 介護休業

①�同一の事業主に引き続き雇用された期間
が１年以上であること。

②�子が１歳に達する
日（誕生日の前
日）を超えて引き
続き雇用されるこ
とが見込まれるこ
と（子が２歳に達
する日までに労働
契約期間が満了
し、更新されない
ことが申出時点に
おいてすでに明ら
かである者を除
く）。

②�介護休業の開始予
定日から起算して
93日を経過する
日を超えて雇用が
継続することが見
込 ま れ る こ と
（93日経過日か
ら１年を経過する
日までに労働契約
期間が満了し、更
新されないことが
申出時点において
すでに明らかであ
るものを除く）。
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ら年５日、２人以上なら年10日、休暇を取得
させなければなりません。子の負傷や傷病以
外にも予防接種や健康診断など、疾病の予防
に関する目的でも看護休暇は取得できます。

（8）介護休暇
　要介護状態にある対象家族の介護を行う労
働者から申出があった場合、要介護状態の対
象家族が１人なら年５日、２入以上なら年10
日休暇を取得させなければなりません。対象
家族の介護や通院等の付き添い等に対応する
目的で、介護休暇は取得できます。

④�　介護サービス費用の助成、その他これに
準ずる措置
のいずれかの措置を講じなければなりません。

（6）所定外労働の免除
　３歳に達するまでの子を養育する労働者か
ら申出があった場合、その労働者を、所定労
働時間を超えて労働させてはなりません。

（7）子の看護休暇
　小学校就学前の子を養育する労働者から申
出があった場合、小学校就学前の子が１人な

７　

女
性
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　林業は、短期的な就業者の占める割合が高
く、雇用関係が不明確になりがちです。この
ため、あいまいな労働条件で就業するケース
がみられ、労働契約の終了についてもトラブ
ルが起きる原因となっています。

（1）労働関係の終了
　労働関係の終了には、以下の４種類があり
ます。
①　解雇
　�　使用者側からの一方的な意思表示による
労働関係の終了
②　退職
　�　労働者の一方的な意思表示による労働関

係の終了
③　合意解約
　�　労働者と使用者の合意による労働関係の
終了
④　期間満了等による自動終了
　�　労働契約期間の満了、定年、休職期間の
満了、死亡等による労働関係の終了

（2）期間を定めた労働契約の中途解除
　やむを得ない事由がある場合でなければ、
契約期間の途中での解雇は認められません
（労働契約法17条１項）。期間の定めのない労
働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく
判断されます。

８　解雇・退職等
労働関係の終了1

解雇2
　解雇には、主に以下の３種類があります。
①�　勤務成績不良等を理由とする「普通解雇」
②�　経営上の理由から余剰人員削減のために
なされる「整理解雇」
③�　労働者の職場規律違反、非行等を理由と
する「懲戒解雇」

（1）解雇についての法令上の制限
　客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当でない場合は、解雇することはできませ
ん（労働契約法16条）。
　このほか、法令上の理由で労働者を解雇す
ることはできないケースとして、主に以下の
ものがあります。

①　労働基準法上等の解雇制限
　イ�　労働者が業務上負傷し、または疾病に
かかり休業する期間中およびその後30日
間の解雇

　ロ�　労働基準法に基づく産前産後の休業期
間中およびその後30日問の解雇

　ハ�　労働者の国籍、信条等を理由とする解雇
　ニ�　事業場の労働基準法および労働安全衛

生法の違反に伴い、労働基準監督署等に
申告したことを理由とする解雇

②　男女雇用機会均等法上の解雇制限
　イ　性別を理由とする解雇
　ロ�　女性労働者の結婚、妊娠、出産を理由
とする解雇

　ハ�　産前休業の請求、産前産後休業の取
得、その他母性健康管理措置等を求めた
ことを理由とする解雇

③　労働組合法上の解雇制限
　�　労働者が労働組合員であること、労働組
合に加入しようとしたこと、労働組合を結
成しようとしたこと、労働組合の正当な行
為をしたことを理由とする解雇
④　育児・介護休業法上の解雇制限
　�　育児・介護休業の申出をし、または育
児・介護休業をしたことを理由とする解雇
⑤　個別労働紛争解決法上の解雇制限
　�　労働者が都道府県労働局長に対し、個別
的な労使間のトラブルについて援助を求め
たことを理由とする解雇
⑥　公益通報者保護法による解雇制限
　�　保護要件を満たす公益通報を行ったこと
を理由とする解雇
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（2）解雇の予告
　労働者を解雇するには、少なくともその30
日前までに予告をするか、平均賃金の30日分
以上の解雇予告手当を支払う必要があります
（労働基準法20条）。

退職等3
（1）退職
　期間の定めのない労働契約の場合、労働者
側からの意思表示による退職については、労
働契約法や労働基準法上は何ら制限はありま
せん。ただし、民法によればその意思表示か
ら最短２週間で効力を有することになります。
　期間の定めのある労働契約の場合は、原則
として、やむを得ない事由があるときでなけ
れば、期間中の退職は認められませんが、一
年を超える期間を定めた労働契約について
は、暫定措置として、契約後一年を経過した
日以後については、労働者は、使用者に申し
出ることにより、いつでも退職できることと
されています。

（2）労働契約期間の満了
　労働契約に期間を定める場合は、１回の契
約期間の上限は原則として、３年以内としな
ければなりませんが、この労働契約期間の満
了による退職の場合には、解雇予告手当の支
払いの必要はありません。なお、９頁の２
（２）①ａ、ｂを参照のこと。

（3）定年
　原則として、定年はその年齢に達したとき
に、自動的に労働関係が終了するという制度
ですので、解雇の問題等は生じません。
　なお、定年年齢については、高年齢者雇用
安定法で「60歳を下回ってはならない」とさ
れています（同法８条）。また、男女で定年
年齢に差を設けることも禁止されます。

労働関係終了に伴う手続き4
　労働者が退職（解雇、死亡等を含む）した
場合は、以下の手続きを行う必要があります。

（1）退職時等の証明
　労働者が退職に際して、使用期間、業務の
種類、当該事業における地位、賃金または退
職の事由（解雇の場合は、その理由を含む）
について証明書の交付を請求した場合には、
使用者は遅滞なく退職証明書を交付しなけれ
ばなりません。なお、退職証明書には労働者
が請求しない事項や秘密の記号を記載しては
なりません（労働基準法22条１項）。
　また、解雇の予告をされた日から退職の日
までに、労働者が解雇理由についての証明書
を請求した場合は、使用者は遅滞なく証明書
を交付しなければなりません（同条２項）。
（解雇理由証明書は次頁）

（2）賃金の支払い、および金品の返還
　労働者（死亡の場合は相続人）から請求が
あった場合、本人の権利に属する賃金その他
の金品を７日以内に支払い、返還しなければ
なりません（労働基準法23条）。

８　

解
雇
・
退
職
等
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参考　モデル解雇理由証明書

解 雇 理 由 証 明 書

　　　　　　　　　　殿

　当社が、　　　年　　　月　　　日付けであなたに予告した解雇については、以下の理
由によるものであることを証明します。

年　　　月　　　日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業主氏名又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使 用 者 職 氏 名

［解雇理由］※１、２

１　天災その他やむを得ない理由（具体的には、

によって当社の事業の継続が不可能となったこと。）による解雇

２　事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、

となったこと。）による解雇

３　職務命令に対する重大な違反行為（具体的には、あなたが

したこと。）による解雇

４　業務について不正な行為（具体的には、あなたが

したこと。）による解雇

５　勤務態度又は勤務成績が不良であること（具体的には、あなたが

したこと。）による解雇

６　その他（具体的には、

）による解雇

※１　該当するものに○をつけ、具体的な理由等を（　）の中に記入すること。
※２�　就業規則の作成を義務づけられている事業所においては、上記解雇理由の記載例に
かかわらず、当該就業規則に記載された解雇の事由のうち、該当するものを記載する
こと。
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　就業規則を作成することにより、労働者が
就業時間中に勝手に行動したり無断欠勤した
りということがないよう職場秩序を確立し、
多数の労働者を統合した事業運営ができ、ま
た、労働者の労働条件を統一的に処理するこ

とで、労働条件の安定と経営の安定を図るこ
とができます。
　また、労働者にとっても守るべきルールが
明確になり、安心して働くことができるメ
リットがあります。

９　就業規則
就業規則を定めることの意義1

就業規則の作成2
　常時10人以上の労働者を使用する事業場
では必ず就業規則を作成しなければなりませ
ん（労働基準法89条）。就業規則には、次の
事項を記載しなければなりません。
①�　始業および終業の時刻、休憩時間、休日、
休暇ならびに労働者を２組以上に分けて交
替で就業させる場合においては、就業時転
換に関する事項
②�　賃金（臨時の賃金等を除く）の決定、計
算および支払いの方法、賃金の締切りおよ
び支払いの時期ならびに昇給に関する事項
③　退職に関する事項（解雇の事由を含む）
④�　退職手当の定めをする場合においては、
適用される労働者の範囲、退職手当の決
定、計算および支払いの方法ならびに退職
手当の支払いの時期に関する事項
⑤�　臨時の賃金等（退職手当を除く）および
最低賃金額の定めをする場合においては、
これに関する事項
⑥�　労働者に食費、作業用品、その他の負担

をさせる定めをする場合においては、これ
に関する事項
⑦�　安全および衛生に関する定めをする場合
においては、これに関する事項
⑧�　職業訓練に関する定めをする場合におい
ては、これに関する事項
⑨�　災害補償および業務外の傷病扶助に関す
る定めをする場合においては、これに関す
る事項
⑩�　表彰および制裁の定めをする場合におい
ては、その種類および程度に関する事項
⑪�　以上のほか、当該事業場の労働者のすべ
てに適用される定めをする場合において
は、これに関する事項

　これらのうち、①～③の事項はいかなる場
合でも就業規則に必ず記載しなければなりま
せん（絶対的必要記載事項）。
　④～⑪の事項は、定めをおく場合には必ず
就業規則に記載しなければなりません。

法令および労働協約との関係3

就業規則の届出4

　就業規則では、法令や労働協約に反するも
のを定めてはいけません。これらに反する就

業規則の定めは、無効となります（労働基準
法92条、労働契約法13条）。

　就業規則を作成し、または変更した場合に
は過半数労働組合またはそれがない場合は、

過半数労働者代表の意見を記し、その者の署
名または記名押印のある書面を添付して、そ

９　

就
業
規
則
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の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
長に届け出なければなりません
（労働基準法89条、90条）。

就業規則の周知5
　就業規則は、常時各作業場の見やすい場所
に掲示し、または備え付ける等の方法により

労働者に周知させなければなりません（労働
基準法106条）。

就業規則の効力6

就業規則の変更の効力7

　事業場に就業規則がある場合で、合理的な
内容の就業規則を、労働者に周知させていた
場合には、就業規則で定める労働条件が、労
働者の労働条件になります（労働契約法７
条）。一方で、労働者と使用者が、就業規則
とは違う内容の労働条件を個別に合意してい
た場合には、その合意していた内容が、労働
者の労働条件になります（労働契約法７条但
し書）。

　ですから、事業場に就業規則がある場合で
も、労働者のそれぞれの事情に合わせて、労
働条件を柔軟に決めることができます。しか
し、労働者と使用者が個別に合意した労働条
件が、就業規則を下回っている場合には、労
働者の労働条件は、就業規則の内容まで引き
上がりますので、注意が必要です（労働契約
法12条）。

　原則として、使用者が一方的に就業規則を
変更しても、労働者の不利益に労働条件を変
更することはできません（労働契約法９条）。
しかし、以下の要件を満たしていれば、使用
者は就業規則の変更によって、労働条件を変
更することができます（労働契約法10条）。
　①�　その変更が、以下の事情などに照らし

て合理的であること。
　　・労働者の受ける不利益の程度
　　・労働条件の変更の必要性
　　・変更後の就業規則の内容の相当性
　　・労働組合等との交渉の状況　等
　②�　労働者に変更後の就業規則を周知させ
ること。
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（1）定年
　定年の定めをする場合には、その定年年齢
は60歳を下回ることはできません（高年齢者
雇用安定法８条）。

（2）65歳までの雇用の確保
　65歳未満の定年制の定めをしている場合
は、定年の引上げや継続雇用制度の導入等の
65歳までの安定した雇用の確保を図るために
必要な措置（高年齢者雇用確保措置）を講じ
なければなりません（高年齢者雇用安定法９
条）。

（3）高年齢者雇用確保措置
①　定年の引上げ
　　定年年齢そのものを引き上げる措置です。
②　継続雇用制度の導入
　�　現に雇用している高年齢者が希望すると
きは、その定年後も引き続いて雇用を継続
する制度です。
　�　継続雇用制度には、大きく分けて、定年
に達した時点でいったん雇用契約を終了さ
せて新たに雇用契約を締結する「再雇用」
と、従前の雇用契約を終了させることなく
雇用を継続する「勤務延長」があります。
　�　平成24年の法改正により、労使協議によ
り継続雇用制度の対象となる者を選定する
基準を設ける仕組みは廃止されました。
　�　なお、平成25年３月31日までに基準を利
用していた企業においては、経過措置とし
て、継続雇用制度の対象となる者を選定す
る基準を利用できる年齢を段階的に引き上
げ、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開
始年齢以上の者について定めることを認め
ています。
③　定年制の廃止
　�　定年制を廃止して、エイジフリーにする
措置です。

（4）高年齢者等の再就職の援助
①　求職活動支援書の作成・交付義務
　解雇などの事業主の都合などにより離職す
る高年齢者等（45歳以上65歳未満）が希望す
るときは、「求職活動支援書」を作成し、本
人に交付しなければなりません（高年齢者雇
用安定法17条）。
　この「求職活動支援書」には、本人の職務
経歴・職業能力や事業主の行う再就職支援措
置の内容など、再就職に資する事項を記載す
ることとされています。
②　募集・採用における年齢制限の禁止
　労働者の募集・採用に当たっては、年齢に
かかわりなく均等な機会を与えなければなり
ません（雇用対策法10条）。
　募集・採用の際に年齢制限をする場合に
は、雇用対策法施行規則１条の３第１項のい
ずれかの例外事由に該当することが必要です。
　募集・採用対象者について、やむを得ず65
歳以下の年齢制限を設ける場合には、事業主
は、求職者に対して、その具体的な理由を示
さなければなりません（高年齢者雇用安定法
18条の２）。

10　高年齢者等の雇用
高年齢者等の雇用1

10　
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林業労働力の確保の促進に関する基本方針の変更について

　林業労働力の確保の促進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）とは、林業労働力の確
保の促進に関する法律（平成８年法律第45号）に基づき、農林水産大臣及び厚生労働大臣が定める
もので、現行方針は、平成８年７月に策定され、基本方針は、
　○　林業における経営及び雇用の動向に関する事項
　○　林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向
　○　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を促進するための措置に関する事項
　○　新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
　○　その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項
について定めた。昨今の森林・林業並びに林業労働者を取り巻く情勢の変化を踏まえ、平成22年３
月18日に改正された。

　雇用管理の改善に関わる主な点は、以下の通りである。
１　雇用関係の明確化（基本方針３⑴アイ関係）
　⑴�　雇用関係の明確化を図るため、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こと。

　⑵�　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こと。

２　雇用の安定化（基本方針３⑴アウ関係）
　　林業労働者の常用化・月給化を促進するよう助言等を行うこと。

３　労働条件の改善（基本方針３⑴アエ関係）
　⑴�　林業労働者の常用化に併せて、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、指導を推進すること。

　⑵�　労働災害防止計画等を踏まえ、労働災害の防止等を通じた労働者の安全と健康が確保される
よう、助言等を行うこと。

４　教育訓練の充実（基本方針３⑴アカ関係）
　�　林業労働者のキャリア形成支援が図られるよう林業労働者に対するOJT（業務の遂行の過程内
において行う職業訓練）及びOFF-JT（業務の遂行の過程外において行う職業訓練）の計画的実
施等に努めることについて啓発を促進すること。
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林業労働力の確保の促進に関する基本方針（平成22年4月5日公表）

１　林業における経営及び雇用の動向に関する事項
　⑴　森林・林業を取り巻く情勢
　　�　我が国においては、森林が国土の約７割を占めており、世界的に持続可能な森林経営につい
ての関心が高まっている中で、森林・林業の役割に対する国民の期待が高まっている。

　　�　国民が森林に期待する働きとしては、地球温暖化防止への貢献をはじめ、山崩れ等の災害の
防止、水資源のかん養等多様なものがある。特に、低炭素社会の実現に向けては、森林による
二酸化炭素吸収機能の発揮が重要であり、間伐等の森林整備・保全の着実な実施が必要となっ
ている。

　　�　また、利用可能な国内の森林資源が充実しつつあることから、国産材原木等の安定供給に対
する木材産業等の期待は高まってきており、林業がこれに的確に応えていくことが急務となっ
ている。

　　�　こうした中、森林の約４割を占める人工林については、その健全性を維持する上で適当な時
期に適切な施業を実施することが必要である。我が国の人工林の資源状況をみると、現在は、
その多くが未だ間伐等の施業が必要な育成段階にあるが、概ね50年生以上の高齢級の森林が急
増しつつあり、平成18年度において人工林面積の35パーセントを占める高齢級の人工林は、現
状のまま推移した場合、その10年後には約６割を占めることになると見込まれる。

　　�　これら高齢級化しつつある人工林は、引き続き適切な施業を行うことにより資源として本格
的な利用が可能となる時期を迎えるとともに、資源としての利用を考慮しつつ、多様化する森
林に対する国民のニーズを踏まえ、長伐期化及び針広混交林化・広葉樹林化等、多様な森林整
備を推進する上での分岐点にある。

　⑵　事業主の現状と課題
　　�　平成17年の農林業センサスによれば、素材生産量の約７割は受託又は立木買いにより行われ
ており、その経営体数は約４千であり、その約７割は年間生産量が2,000立方メートル未満の
経営体である。また、植付け、下刈り、間伐の森林整備についても、その面積の約７割は受託
により行われているが、年間50ヘクタール未満の経営体がその大半を占めている。

　　�　こうした受託等により素材生産又は森林整備を行う経営体は約６千あり、経営形態別に見る
と、素材生産は会社、個人が主体であるのに対して、植付け、下刈り、間伐は森林組合が主体
であるという違いがあるものの、大部分は小規模・零細な経営となっている。

　　�　今後の林業の展開のためには、これらの事業主の経営の安定化、とりわけ事業量の安定的確
保が必要であり、そのため、施業の集約化が不可欠となっている。

　　�　こうした中、森林所有者への施業提案による施業の集約化や路網と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導入による生産性の向上に取り組んだり、素材生産業者や森林
組合が主体となって原木の供給量を取りまとめ、製材工場や合板工場との協定により原木を直
送し流通の効率化を図っている事例も見られ、今後は、こういった取組を強力に推進していく
必要がある。

　　�　また、我が国の私有林の現状を踏まえると、境界の明確化や作業路網の整備が必要不可欠で
あり、これら業務の関連作業も早急に実施していくことが必要となっている。

　⑶　林業労働者の雇用管理の現状と課題
　　�　林業労働者の雇用管理の現状をみると、林業の作業の季節性及び事業主の経営基盤の脆弱性
から、雇用関係が不明確な場合が多く、また、その雇用は必ずしも安定していない。また、社
会・労働保険等への加入については、雇用が臨時的、間断的であることなどから適用にならな
い場合もある。

　　�　このため、雇用の安定に取り組むことが必要であり、具体的には、事業主による安定的な事
業量の確保等により通年雇用を確保するとともに、労働者の福利厚生の観点から事業主が積極
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的に社会・労働保険への加入促進に取り組むことが重要である。また、林業における労働災害
は、減少傾向にあるものの、林業は厳しい地形的条件の下で重量物を取り扱う作業であること
から依然として他産業に比較して災害発生率は極めて高い状況にあり、路網の整備による作業
現場へのアクセス改善やリスクアセスメントを通じた作業方法等の改善、高性能林業機械の導
入促進及び当該機械を用いた安全な作業の実施、安全作業機械及び器具の開発・改良等による
労働災害の減少に向けた取組が重要である。

　　�　さらに、労働者に対して積極的に知識、技能及び技術の習得による職業能力の向上を図る機
会を与えている事業主は少ない状況であり、労働者にとって魅力ある職場とするためには、教
育訓練の充実に取り組むことが重要である。

　⑷　林業労働力の動向
　　�　我が国の林業労働力については、これまで木材価格の下落等による林業採算性の悪化や森林
所有者の経営意欲の低下に伴い林業生産活動が停滞し、また、森林資源が成熟化する中で、植
付け、下刈り等の造林事業量の減少等を反映し、長期的には減少・高齢化が進行してきた。し
かしながら、近年、若年就業者の割合は全産業が減少傾向にあるのに比して林業のそれは増加
傾向にあり、新たな局面を迎えつつある。

　　�　特に、新規就業者は「緑の雇用」等の実施により増加傾向にあり、今後の活躍が期待されて
いるが、その大半は、他産業からの転職者等で占められており、就業前に十分な職業能力開発
を受けていない者が多い。また、就業後も事業主による研修の実施が低位な状況であることに
加え、安定的な雇用や所得が十分に確保されていない場合もあり、将来の職業生活に対する不
安を抱えている者も少なくない。

　　�　景気悪化に伴い雇用情勢が悪化する中、雇用の受け皿としての林業への期待が高まっている
が、新規就業者をはじめ林業労働者が抱える様々な不安を解消していかなければ、働きがいの
喪失等により林業労働力の減少・高齢化が更に進行し、将来、森林の適切な管理を通じた国土
の保全、水資源のかん養等の公益的機能の発揮及び木材の安定供給を図っていく上で深刻な影
響を及ぼすことが懸念される。

２　林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向
　�　林業労働力を確保していくためには、前提として、雇用関係の明確化、雇用の安定化又は他産
業並の労働条件の確保等雇用管理の改善に引き続き努めることが必要であるが、今後は、これら
に加え、森林資源の成熟化や国民の求める多様な森づくりを背景に、林業労働者には生産性の向
上等事業の合理化を図り、安定的な木材供給を支える生産管理能力の向上や「持続可能な森林経
営」に関する高度な知識等が求められることから、林業労働者が林業に定着し、これら高度な能
力を身につけるのに必要な技術、知識等を習得、蓄積していくことも重要である。
　�　林業への定着には、林業労働者が抱える将来の職業生活における不安を取り除き、満足のいく
働きがいを持たせる必要があることから、経験等に応じた多様なキャリア形成を支援することが
重要である。
　�　また、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的確保、高性能林業機械等の導入及びその活用のための林道・作業道の
整備等による事業の合理化を一体的かつ総合的に促進することが必要である。
　�　さらに、このような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、都道府県知事が地域の実情に応じて指定する林業労働力確保支援センター（以下「支援セン
ター」という。）及び林業関係者による支援、指導を実施するとともに、雇用管理の改善及び事
業の合理化を推進する意欲及び能力を備え、体制が整備された事業主を都道府県知事が認定し、
効果的に支援措置を実施することが必要である。
　�　なお、都道府県知事が事業主を認定するに当たっては、森林施業を主体として経営の多角化を
図ることにより雇用管理の改善及び事業の合理化を図ろうとする事業主のほか新たに林業に参入
するため林業労働者を雇用する事業主についても対象とするなど、弾力的に対応することが必要
である。
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３�　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を促進するための措置並びに新たに林
業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
　�　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を促進するための措置並びに新たに林
業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置の実施に当たっては、都道府県知事の認定
を受けた事業主を中心に支援センターの活動を通じて、雇用管理の改善及び事業の合理化を一体
的に促進することが必要である。
　�　とりわけ、教育訓練の実施の促進による雇用管理の改善は、林業労働者に満足のいく働きがい
を与え、林業への定着につながることから、支援センター等が行う教育訓練制度、各種研修等の
普及啓発及びキャリア・コンサルティングに対して支援していくことが必要である。
　�　また、機械化等による事業の合理化は、経営規模の脆弱な事業主個々の取組には限界があること、
また、雇用管理の改善は複数の事業主で行うことが効果的な場合も多いことから、個々の事業主
の取組に加え、複数の事業主による共同化、協業化等への取組を支援していくことが必要である。
　⑴　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を促進するための措置
　　ア　雇用管理の改善を促進するための措置
　　　ア　雇用管理体制の充実
　　　　　�　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

る事業所においては、雇用管理者の選任に努めるよう普及啓発を促進するとともに、選
任された雇用管理者の資質の向上を図るための研修の受講を促進する。

　　　イ　雇用関係の明確化
　　　　　�　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。

　　　ウ　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

るが、それには、常用化・月給化を図ることができる事業量の安定的確保が重要となる。
このため、事業量の安定的確保とあいまって常用化・月給化に努めるよう啓発を促進する。

　　　エ　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。

　　　オ　募集・採用の改善
　　　　　�　求人に当たっては、的確な求人条件の設定等による効果的な募集活動の実施に努める

とともに、求職者へのアピール度を高めるため、支援センターによる委託募集の活用及
び合同求人説明会への参加を促進する。なお、必要な労働者の確保を達成するためには、
効果的な募集活動と他の雇用管理の改善を併せて行うことが重要である。

　　　カ　教育訓練の充実
　　　　　�　日常の業務を通じて必要な知識、技能又は技術を身につけさせる教育訓練（オン・

ザ・ジョブ・トレーニング）及び日常の業務から離れて講義を受ける等により必要な知
識、技能又は技術を身につけさせる教育訓練（オフ・ザ・ジョブ・トレーニング）の計
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画的な実施に努めるよう啓発を促進する。なお、このような措置を講じるに際しても、
個別の事業主のみではカリキュラムの策定等ノウハウの面で困難な場合もあることか
ら、支援センター等によりカリキュラムの策定や共同教育訓練の実施、習得された技能
及び知識の習熟度合いに関する相談及び指導を行うことが重要である。

　　　キ　高年齢労働者の活躍の促進
　　　　　�　技能の継承を円滑に進めるためにも、高度な熟練労働者である高年齢者の活躍が不可

欠である。このため定年の引上げや継続雇用制度導入等の措置の義務付けについて一層
の周知・指導を徹底するとともに、高年齢労働者の特性に配慮した作業方法の見直し、
安全衛生対策及び新規就業者の技術指導方法の開発等に取り組む。

　　　ク　その他の雇用管理の改善
　　　　　�　魅力ある職場づくりのため、林業退職金共済制度等中小企業退職金共済制度への加入

促進を図るなど、福利厚生の充実等を促進する。
　　　　　�　なお、林業労働者の職業意欲の向上に資するため、労働者に対する昇進・昇格及び配

置のモデルの提示等職業生活の将来設計モデルの明確化に努めることが重要である。
　　イ　事業の合理化を促進するための措置
　　　ア　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。しかしながら、我が国の私有林の小規模・零細な所有規模では、個々の森林所有者
等が単独で効率的な施業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、施業意欲が低下している森林所有者等に対し施業の方針や事業を実施した
場合の収支を明らかにしたデータなどを提示しつつ、事業主が積極的に森林施業の実施
を働きかけ、また、効率的な施業を実施することができる人材の育成を促進する。

　　　　　�　また、国有林野事業は、事業主の経営の安定化及び林業労働者の雇用の安定化に資す
る観点から、計画的、安定的な事業の発注に努める。

　　　　　�　なお、事業量の安定的確保に当たっては、その前提として、林業労働力の確保の促進
に関する法律とともに、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定
措置法（昭和54年法律第54号）及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法（平成８
年法律第47号）に基づき、川上から川下に至る安定的な木材の供給体制を構築するとと
もに、木材の需要拡大を図り、林業・木材産業の活性化に努める。

　　　イ　生産性の向上
　　　　　�　生産性の向上を図るためには、高性能林業機械等の普及による森林施業の機械化が不

可欠であり、また、この機械化は、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及び林業への女性の参画にも資するもの
である。

　　　　　�　このため、我が国の地形、経営規模等に一層適応した高性能林業機械の開発及び改良
を促進するほか、リース・レンタル体制の整備等林業機械の導入促進措置の実施に加
え、地域に適した作業システムの普及定着、林道等の生産基盤の整備等を促進する。

　　　　　�　特に、路網と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整備に必要な人
材の育成に向けた取組を推進する。

　　　ウ　林業労働者のキャリア形成支援
　　　　　�　新規就業者に行う教育訓練として、森林の多面的機能や森林の整備・保全の重要性等

を理解させるとともに、安全な作業方法が習得できるよう、林業就業に必要な基本的な
知識や技術・技能の習得に関する研修を促進する。

　　　　　�　次に、一定程度の経験を有する現場管理責任者への教育訓練として、作業システムや
路網の設計、生産管理及び林業機械整備等の生産性の向上に必要な知識や技術、技能の
習得に関する研修のほか、新規就業者への指導能力の向上を図る研修を促進する。



45

　　　　　�　さらに、複数の現場管理責任者を統括する者への教育訓練として、利害関係者との合
意形成やこれを踏まえた事業計画の作成等、持続可能な森林経営に必要な知識や技術、
技能の習得に関する研修を促進する。

　　　　　�　このような段階的かつ体系的な教育訓練を通じ、生産性の向上など事業の合理化を図
り、能力に応じた所得の確保を促進し、林業労働者の職業生活に対する不安を取り除く
とともに、林業労働者が高い意欲と能力を発揮できるよう研修への受講を促進する。

　　　　　�　また、これらの研修を修了した者の登録制度については、林業労働者自らの目標にな
るとともに、事業主にとっては労働者の能力評価にも資することから、事業主が待遇の
改善等と一体的に取り組めるよう、その運用に努める。

　⑵　新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置
　　�　事業主等への新規就業を促進するため、新たに林業に就業しようとする者について、研修、
移転等の就業準備に要する資金である林業就業促進資金を貸し付けるとともに、林業及び林業
労働についての啓発、雇用情報の提供体制の整備、支援センターが行う委託募集の効果的活用、
就業に必要な林業技術等に関する研修の実施等の就業に至るまでの一連の支援措置を促進する。

　　�　また、定住促進を図るため、地方公共団体が行う住宅、教育及び医療等への支援に関する情
報の提供を促進する。

４　その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項
　⑴　林業労働力の確保の促進に関する基本計画策定における関係者の意見の聴取
　　�　都道府県知事は、林業労働力の確保の促進に関する基本計画を策定するに当たり、地域の林
業労働力の状況及び問題点に的確に対処するため、幅広く林業を始めとする関係者からの意見
を聴取するよう努める。

　⑵　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、都道府県は
もとより、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。

　　�　また、都道府県知事が支援センターを指定するに当たっては、流域管理システムの推進及び
利用者の利便性の確保の観点から、効果的な事業運営が確保できるよう配慮する。

　⑶　山村地域の活性化及び定住条件の整備
　　�　多様な就業機会の確保を通じた山村地域の活性化を図るため、基幹的産業である林業・木材
産業の振興、木質バイオマス等の未利用資源を活用した産業の育成、特産物の開発など森林資
源を活用した新たなビジネスの創出等に努める。

　　�　また、新規参入者等の山村地域への定着を図るため、山村地域における定住条件の整備、特
に、林業における魅力ある職場づくりに加えて居住環境の整備に努める。

　⑷　森林・林業や山村に対する国民の理解の促進
　　�　森林に対する国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
層が増加している。このような取組の促進を通じて、森林の整備・保全活動についての国民の
理解の向上に努める。

　　�　また、広報活動、学校教育等あらゆる機会を通じ、森林・林業や山村が国民生活の維持向上
に果たしている多面的な役割及びこれらの役割を支えている林業労働の重要性について国民の
関心及び理解を深める。

　　�　特に、山村地域は、森林等の豊富な自然、美しい景観、都市部にない伝統・文化やコミュニ
ティ機能など特有の魅力を有しており、国民の価値観・ライフスタイルの多様化に応える観点
からも、山村と都市との交流や山村への定住の促進に努める。

　⑸　林業研究グループや教育機関等による支援の促進
　　�　林業経営を担うべき人材を育成・確保するため、林業事業体の経営者や地域のリーダーとな
り得る森林所有者等で組織する林業研究グループ等が、森林・林業関係学科の高校生や大学
生、新規参入者等に対して行う就業体験・林業経営指導、地域社会への定着促進活動及び地域

資　

料
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の事業主に対して行う交流活動等への支援を推進する。また、高度な林業技術を有する大学を
はじめとする教育機関等が事業主や林業労働者に対して行う学習機会の提供や現地での指導等
への支援を通じて、技術の一層の高度化を促進する。

　⑹　建設業等異業種との連携促進
　　�　森林組合、素材生産業者等の事業主と建設業等の事業主が連携しながら、間伐促進のための
路網整備、建設工事における間伐材利用や、地域材を活用した住宅づくりなど用途開拓や需要
拡大等の取組を進めることは、事業量の確保や雇用の創出につながることから、地域の林業と
建設業等異業種とが連携した取組を、労働者の職業能力開発、安全と健康の確保等に配慮しつ
つ、積極的に推進する。
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林業事業体の雇用管理改善のための
指導マニュアル

付　録
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１．林業の雇用管理改善について

　林業は季節や天候、急峻な作業現場など自然の制約を受けやすく、事業規模や経営基盤が零
細であること等を背景として、他産業に比べて立ち後れた労働条件や就業環境といった問題を
抱えている。このような状況にあって、林業を希望する求職者が就職まで結びつかず、また就
職しても定着せずに離職してしまう例が見受けられるところである。
　近年、林業の新規就業者数の増加が見られることから、林業労働者が安心して働ける雇用環
境を整備し、その職場定着を促すことは、将来の林業の担い手の確保に効果的であり、林業雇
用管理改善アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）の活動の重要性は高まっている。

２．雇用管理改善指導のポイントについて

　アドバイザーが林業事業体に対する雇用管理改善の指導や相談対応（以下「指導等」とい
う。）を実施するには、当該事業体の雇用管理の現状を正確に把握することが肝要である。
　確認のポイントについて、別掲のとおり「林業事業体指導のためのチェックリスト（以下
「チェックリスト」という。）」としてまとめたので、指導の際に携帯し、当該事業所の雇用管
理の問題点や改善点の確認に活用されたい。

（１）アドバイザーの心構え等について

　�　アドバイザーが雇用管理改善の指導等を行うには、林業事業体の事業主や労務担当者（以
下「事業主等」という。）との信頼関係を築き、事業主等に指導等を受け入れてもらうこと
が必要である。
　�　業務の遂行に当たっては、以下に掲げる事項等に留意し、充実した指導等の実施に努める
こと。
　①　林業労働に関する幅広い知識の習得
　　�　事業主等に対する指導等を行うには、林業に関する基本的な知識を有するだけでなく、
労働基準法を始めとする労働関係法令に熟知しておく必要があることから、アドバイザー
はこれら林業労働に関する幅広い知識の習得に努めること。

　　�　また、雇用管理改善指導等で訪問する林業事業体には、林業労働力の確保に関する法律
（以下「労確法」という。）に基づく都道府県の認定を受けた事業体が相当数含まれること
が考えられる。このため、アドバイザーには、労確法に関する知識も必要となること。

　②　きめ細かな指導・助言の実施
　　�　指導等に当たっては、懇切丁寧な、かつ、きめ細かな実施を心がけること。また電話対
応だけで済ませるのでなく、事業所を定期的に巡回訪問する等の方法により、事業主等と
の信頼関係の構築に努めること。
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　③　守秘義務
　　�　アドバイザー（アドバイザー不在の際、代理で対応した職員も含む）は、業務遂行上、
知り得た情報については、第三者に漏らしてはならないこと。

　④　関係行政機関との密接な連携
　　�　担当する地域の都道府県労働局や労働基準監督署、公共職業安定所（ハローワーク）と
普段から密接な連携を取り、指導内容等に疑義が生じた場合は、適宜、関係行政機関に確
認を行い、適切な指導を行うこと。

　⑤　問題を発見した場合の対応
　　�　雇用管理改善指導等により、アドバイザーにとって判断が難しい問題を発見した場合
は、問題を１人で抱え込むことをせず、中央雇用改善アドバイザーや労働基準監督署等関
係行政機関へ相談のうえ指導等対応をおこなうこと。

　⑥　従業員との面接の実施
　　�　アドバイザーが事業所を巡回訪問する際、可能な限り従業員（特に、新規に採用された
従業員）と面接を行い、問題点や仕事上の悩み等の有無について聴取すること。

　　�　面接の結果、問題点等が当該従業員個人のものであれば、必要に応じ適切な指導・助言
を行うこと。

　　�　また、事業主側に改善を要する問題点等があることが判明した場合、アドバイザーは、
速やかに改善について事業主等に指導・助言を行うこと。

　　　なお、従業員に面接を行う際には、以下の事項に留意すること。
　　ア　必ず事前に事業主等の了解を取っておくこと。
　　イ�　複数の従業員と面談を行い、誰が発言したかを明らかにしないような工夫をすること

（例えその発言等が事業主側の不利になるものであっても、発言した従業者が、如何な
る場合であっても不利益を被ってはならない）。

　⑦　その他
　　�　これまでの雇用管理改善の取組みにおいてアドバイザーから提供された情報や意見によ
ると、事業主等はホワイトカラー出身者や４５歳以上の中高年齢者（若年者でもホワイト
カラー業務に３年以上勤務した者）、高学歴者等の採用を躊躇する傾向が見受けられる。

　　�　しかし、単にこれらの理由をもって採用しないことは不適切であるので、求職者本人の
適正等を公正に判断して採用するよう事業主等を指導すること。

　　�　また、近年、高性能林業機械の導入の進展に伴い、女性の現場作業員の参入もみられる
が、女性については、労働基準法及び男女雇用機会均等法による制限や規制があるので、
指導等の際には留意すること。

（２）林業事業体について

　アドバイザーが、雇用管理改善の指導等を実施する林業事業体について、事業所規模に応じ
た指導のポイントを掲げるので、訪問指導を行う際の参考とされたい。
　①　小規模林業事業体
　　�　雇用管理改善のメインとなる事業体であるが、これら小規模林業事業体においては、人
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事・労務担当者が配置されていないことが多く、アドバイザーが訪問指導等する際に、予
め事業主のアポイントメントを取っておいても、急に事業主自身が現場で作業をする必要
が生じたりし、充分な時間が取れない場合がある。

　　�　小規模事業体に係る訪問指導等を実施する際には、予め指導内容等についてＦＡＸ等で
送付しておき、短時間で指導等を行える工夫をすることが必要である。

　　�　また、これら小規模事業体では、法令違反とはならないことから就業規則を整備してい
ない事業体が多く見られる。就業規則を定めることが適切な労務管理のスタートとなると
言っても過言ではないので、就業規則を定めるよう指導に努めることが重要である。

　　�　なお、就業規則については全国森林組合連合会で作成した「林業のモデル就業規則（改
訂4版）」が参考となるので、活用されたい。

　②　従業員10人以上の林業事業体
　　�　林業作業員を多く有する林業事業体においては、労働関係法令等に関しても知識を有す
る人事・労務担当者が配置されていることが多く、アドバイザーが訪問指導をする際に
も、充分な時間を取ってもらえる場合が多い。就業規則については整備されているが、具
体的な労働条件を精査すると、未整備の点も見受けられるので注意が必要である。

　　�　また、この規模の事業体には、雇用管理改善の推進が従業員の定着等に有効であること
を説明し、さらなる雇用管理改善を促すことも重要である。

　③　個人事業主
　　�　林業の特徴として、林業事業体や個人の山主から仕事を請け負って事業をしている、個
人事業主（いわゆる「ひとり親方」）がある。

　　�　これら個人事業主は、通常、事業主自身が個人で（一人で）作業を行っているが、業務
の繁忙期には知人や近所の農業従事者を短期的に雇用する場合がある。この場合、個人事
業主であっても使用者となるが、賃金や労働時間等の労働条件を文書化しておらず、口約
束等で決めている場合がある。（労働基準法により、短期雇用であっても、労働条件通知
書等により、労働条件を文書により明示することが定められている。）

　　�　個人事業主の実態は様々であることから、アドバイザーによる指導には困難が伴うが、
把握できた個人事業主には可能な限り適切な指導を行うことが必要である。

３．労働災害の防止について

　林業労働は、作業場所が日によって異なり、山林地の急斜面での作業が多いことから労働災
害の発生率が高くなっている。
　労働災害を未然に防止することは重要な雇用管理であり、事業主等からの安全衛生管理に関
する相談等に対応する必要が生じた場合、参考として、「緑の雇用」現場技能者育成対策事業
（林野庁補助事業）において、実地研修の安全な実施を図るための安全巡回指導を行う際に活
用している「安全指導チェック票」を参考に掲げるので、必要に応じてこれを活用されたい。
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４．その他

　アドバイザーは、雇用管理改善事業の実施に必要な知識や経験を有することが必要とされて
いる。
　本マニュアルは、雇用管理改善の事業を全国一体として実施する際に、共通して必要となる、
基礎的な事項をまとめたものである。
　よって、アドバイザーは本マニュアルに掲げられたことのみを行えば足りるものではなく、
地域の林業の実態や指導等の対象となる林業事業体の実情等を踏まえ、その知見を活かした、
きめ細やかな指導、相談を行うことが求められるものである。
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（林業労働者用；日雇型）

労働条件通知書

殿
年 月 日

事業主の氏名又は名称
事業場名称・所在地
使 用 者 職 氏 名
雇用管理者職氏名

あなたを次の条件で雇い入れます。
就 労 日

就業の場所

従事すべき
業務の内容

年 月 日

始業、終業の
時刻、休憩時
間、所定時間
外労働の有無
に関する事項

１　始業（　　　時　　　分）　終業（　　　時　　　分）
２　休憩時間（　　）分
３　所定時間外労働の有無（　有、　無　）

賃 金 １　基本賃金　イ　時間給（　　　　円）、ロ　日給（　　　　　円）
　　　　　　　ハ　出来高給（基本単価　　　　円、保障給　　　円）
　　　　　　　ニ　その他（　　　　　円）

２　諸手当の額又は計算方法
　　イ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
　　ロ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
　　イ　所定時間外、法定超（　　）％、所定超（　　）％、
　　ロ　深夜（　　）％
４　賃金支払日（　　　）－（就業当日・その他（　　　　　　））
　　　　　　　（　　　）－（就業当日・その他（　　　　　　））
５　賃金の支払方法（　）

６　労使協定に基づく賃金支払時の控除（無　， 有（　　　））

・社会保険の加入状況（　厚生年金　健康保険　厚生年金基金　その他（　　　　））
・雇用保険の適用（　有　，　無　）
・林業退職金共済制度への加入（　有　，　無　）
・労働者持ちのチェーンソー等の損料；月額（　　　　　　　円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　円）
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

そ　の　他

※　以上のほかは、当社就業規則による。
※　本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び林業労働力の確保の促進に関する
　法律第３１条に基づく雇用に関する文書の交付を兼ねるものである。
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【記載要領】

１�．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成

し、本人に交付すること。

２�．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。

３�．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労

働基準法により義務付けられている事項であること。また、労働者に負担させる

べきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、災害補償及び業務外の傷病

扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項については、当該事項を制度とし

て設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。

４�．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、具体的かつ詳

細に記載すること。

５�．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。

　・�　法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、深夜労働については２

割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割

を超える割増率とすること。

　・�　破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。

６�．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険、中小企業退職金

共済制度等の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべ

きもの（労働者持ちのチェーンソー等の損料を含む）に関する事項、安全及び衛

生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関す

る事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けてい

る場合に記入することが望ましいこと。

７�．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で

就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな

いこと。

　＊�　この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式ど

おりとする必要はないこと。
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１　始業・終業の時刻等
　（1）始業（　　　時　　　分）　終業（　　　時　　　分）
　【以下のような制度が労働者に適用される場合】
　（2）変形労働時間制等；（　　）単位の変形労働時間制・交替制として、
　　次の勤務時間の組み合わせによる。
　　 始業（　時　分）　終業（　時　分）　（適用日　　　　　）
　　 始業（　時　分）　終業（　時　分）　（適用日　　　　　）
　　 始業（　時　分）　終業（　時　分）　（適用日　　　　　）
　（3）フレックスタイム制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
　　　　（ただし、フレキシブルタイム（始業）　時　分から 　時　分、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（終業）　時　分から 　時　分、
　　　　　　　　　　　　　コアタイム　　　　　時　分から 　時　分）
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条、第　条～第　条
２　休憩時間（　　）分
３　所定時間外労働の有無（　有、　無　）

（林業労働者用；常用、有期雇用型）

労働条件通知書

殿
年 月 日

事業主の氏名又は名称
事業場名称・所在地
使 用 者 職 氏 名
雇用管理者職氏名

あなたを次の条件で雇い入れます。
契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（※）（　年　月　日～　年　月　日）

就業の場所

従事すべき
業務の内容

始業、終業の
時刻、休憩時
間、就業時転
換（（1）～（3）
のうち該当す
るもの一つに
○を付けるこ
と。）、所定時
間外労働の有
無に関する事
項

・定例日；毎週　　曜日、国民の祝日、その他（　　　　　　　　　）
・非定例日；週・月当たり　　日、その他（　　　　　　　　　　）
・１年単位の変形労働時間制の場合―年間　　日
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

（次頁に続く）

１　年次有給休暇　６か月継続勤務した場合→　　　　　日

　　　　　　　　　継続勤務６か月以内の年次有給休暇　（有・無）

　　　　　　　　　→　か月経過で　　日

　　　　　　　　　時間単位年休（有・無）

２　代替休暇（有・無）

３　その他の休暇　有給（　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　無給（　　　　　　　　　　）

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

休　　　日

休　　　暇
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１　基本賃金　イ　月給（　　　　　円）、ロ　日給（　　　　　円）
　　　　　　　ハ　時間給（　　　　円）、
　　　　　　　ニ　出来高給（基本単価　　　 円、保障給　　　円）
　　　　　　　ホ　その他（　　　　　円）
　　　　　　　ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等

２　諸手当の額又は計算方法
　　イ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
　　ロ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
　　ハ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
　　ニ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）
３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

　　イ　所定時間外、法定超　月６０時間以内（　　　）％

　　　　　　　　　　　　　　月６０時間超　（　　　）％

　　　　　　　　　　所定超　（　　　）％

　　ロ　休日　法定休日（　　　）％、法定外休日（　　　）％

　　ハ　深夜（　　　）％
４　賃金締切日（　　　）―毎月　日、（　　　）―毎月　日
５　賃金支払日（　　　）―毎月　日、（　　　）―毎月　日
６　賃金の支払方法（　　　　　　　　　　　　）
　 ７　労使協定に基づく賃金支払時の控除（無　，有（　　　））
　 ８　昇給（時期等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　 ９　賞与（　有（時期、金額等　　　　　　　　）　，　無　）
　 10　退職金（　有（時期、金額等　　　　　　）　，　無　）

賃　　　金

１　定年制　（　有　（　　歳）　，　無　）
２　継続雇用制度（　有（　　　歳まで）　，　無　）
３　自己都合退職の手続（退職する　　日以上前に届け出ること）
４　解雇の事由及び手続

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

退職に関す
る事項

・社会保険の加入状況（　厚生年金　健康保険　厚生年金基金　その他（　　　　））
・雇用保険の適用（　有　，　無　）
・中小企業退職金共済制度（林業退職共済制度を含む。）
　（加入している　，　加入していない）
・労働者持ちのチェーンソー等の損料；月額（　　　　　　　円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　円）
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

そ　の　他

※　「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入

※　以上のほかは、当社就業規則による。
※　本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び林業労働力の確保の促進に関する
　法律第３１条に基づく雇用に関する文書の交付を兼ねるものである。

１　契約の更新の有無
　［自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（　　　）］
２　契約の更新は次により判断する。
　　・契約期間満了時の業務量　　　・勤務成績、態度　　　　 ・能力
　　・会社の経営状況　・従事している業務の進捗状況
　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

更新の有無
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【記載要領】

１�．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成

し、本人に交付すること。

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。

３�．下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示する

ことが労働基準法により義務付けられている事項であること。また、退職金に関

する事項、臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきもの

に関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及

び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事

項については、当該事項を制度として設けている場合には口頭又は書面により明

示する義務があること。

４�．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。

　�　また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新

の有無及び更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）を明示すること。

５�．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後の

ものを記載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的

に明示することは差し支えないこと。

６�．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する

事項」の欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。

また、変形労働時間制、フレックスタイム制等の適用がある場合には、次に留意

して記載すること。

　・変形労働時間制�：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）

を記載すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を

＝で抹消しておくこと。

　・フレックスタイム制�：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時

間帯の開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及

びフレキシブルタイムがない場合、かっこ書きを＝で抹消

しておくこと。

　・交替制�：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制

でない場合、　「（　　）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておく

こと。

７�．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載するこ

と。

８�．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出勤

率が８割以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。

　�　時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するもの

であり、その制度の有無を記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定

超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の

引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるものであり、その制度の

有無を記載すること。（中小事業主を除く。）

　�　また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、

日数（期間等）を記載すること。
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９�．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合

においては、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始

業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される

就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

10�．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただ

し、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該

等級等を明確に示すことで足りるものであること。

・�　法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間

外労働が１箇月６０時間を超える場合については５割（中小事業主を除く。）、法

定休日労働については３割５分、深夜労働については２割５分、法定超えとなる

所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割、法定超えとなる所定時間

外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については７割５分

（中小事業主を除く。）、法定休日労働が深夜労働となる場合については６割を超

える割増率とすること。

・�　破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。

11�．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を

具体的に記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場

合においては、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示す

ことで足りるものであること。

　　なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。

　�　また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は、高年齢者の６５歳（※）ま

での安定した雇用を確保するため、次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇

用確保措置）を講じる必要があること。

　①定年の引上げ　　②継続雇用制度の導入　　③定年の定めの廃止

（※�　ただし、平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日までは、６３歳、平

成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までは、６４歳であること。）

12�．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険、中小企業退職金

共済制度等の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべ

きもの（労働者持ちのチェーンソー等の損料を含む）に関する事項、安全及び衛

生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関す

る事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けてい

る場合に記入することが望ましいこと。

13�．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で

就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな

いこと。

　＊�　この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式ど

おりとする必要はないこと。
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はい
まあ
まあ

いい
え

作
業
種

作
業
内
容

チェックポイント

細いかん木等を切る場合は一方の手で固定して切断しているか

刃先が当たるような障害物は取り除いているか

合図・指差呼称を適切に
行っているか

合図を確実に行っているか

作業中の作業者に近づくときは合図を確実に行っているか

作業の要所要所で確認すべき対象をしっかり見つめ、指差呼称しているか

接近作業を行っていないか

クワは大振りをしていないか

クワで取り除けないもの他の方法で取り除いているか

逆ナタで作業をしていないか

作業者に接近する場合は、機械を停止しているか

跳ね返るかん木類は安全に処理しているか

カマの使い方は安全か

熱中症対策をしているか（水の携行等）

下方を確認し、枝条の跳ね返りに注意して筋置きしているか

クワの使い方は安全か

筋置きは安定するように落ち着かせているか

熱中症対策は十分か

下方に作業者がいないことを確認しているか

上下作業を行っていないか

蜂の活動期には、防蜂網を着用しているか

足下よりも下方を刈っていないか

反発力を弱めて処理しているか

作業前に点検した完全なものを使っているか

林内を移動するときは走ったり飛んだりしていないか

使用後、ドロ、ゴミを落として次回に使えるようにしているか

刃物か砥石のいずれかを固定して研いでいるか

砥石の使用は刃物に応じたものを使用しているか

刃研ぎを行っているときに脇見をするなど、手元から目を離していないか

造
林
作
業

道具類は完全なものを使用しているか

足場を安定させて作業しているか

安全な下刈り作業をしてい
るか

カマの大振り、片手振り等をしていないか

安全な除伐作業をしている
か

安全に枝打ち作業をしてい
るか

ハシゴ等は確実に取り付けているか

上下作業を行っていないか

かん木等の刈払いの切り口は低く平滑にしているか

手
工
具
の
使
い
方

刃物の刃部にはカバーを取り付けているか

ナタの使い方は安全か

相手に必ず合図して接近しているか

振り下ろす先に足膝等が位置するような姿勢で作業していないか

作業用具の点検整備は十
分か

刃物の研ぎ方は正しいか

安全な歩行移動を行って
いるか

安全な組作業を行っている
か

歩行の支障となるような持ち方はしていないか

あごひもをしっかり締めるなどヘルメットを正しく着用しているか

歩道、作業道等の修理は
安全に作業しているか

適度な力加減で作業をしているか（力任せの作業をしていないか）

安全な地拵え作業をしてい
るか

安全な植付け作業をして
いるか

クワは大振りをしていないか

刃部に支障となる障害物は事前に処理しているか

植穴の根、石等は安全な方法で取り除いているか

カマの種類に適した刈り方、振り方をしているか

逆手や逆足をせずに正しい持ち方と足の構え方をしているか

2　造林作業に係る安全指導チェック票

呼子は携帯しているか

所定の場所に整理整頓して収納しているか

休憩時、刃物類を安全に置いているか

作業用具の整理整頓は十
分か

(該当欄にﾚをつける)

逆手、逆足、逆ナタ等をしていないか

造
林
作
業

接近作業を行っていないか

高所では安全帯を使用しているか

転落、崩落の危険箇所では安全に配慮しているか

通行者等へ危険が及ばないよう配慮しているか

作業者間の距離を十分にとっているか

上下作業を行っていないか

滑りにくい丈夫な履き物を着用しているか

肌を露出せず、袖締まり、裾締まりのよい作業衣・防護具を着用しているか

作業者間の距離は、手工具類の長さの２倍程度確保しているか

使用前に点検し、異常があれば補修しているか

下方に進まないで作業をしているか

共
通

安
全
衛
生

作業衣・防護衣・保護具等
を正しく着用しているか

緊急時の連絡方法（通話可能地点等）、手順を知っているか

刈払機の安全作業距離を確保しているか
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全国森林組合連合会

〒101－0047
東京都干代田区内神田１－１－12（コープビル）
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都道府県 団　体　名 〒 住　　　所 電話番号 FAX番号

北 海 道 北海道森林整備担い手支援センター 060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目（林業会館内） 011-200-1381 011-200-1382

青 森 県 青森県林業労働力確保支援センター 030-0801 青森市新町２- ４- １（青森県共同ビル内） 017-732-5288 017-734-1738

岩 手 県 岩手県林業労働力確保支援センター 020-0021 盛岡市中央通３-15-17 019-653-0306 019-653-0314

宮 城 県 宮城県林業労働力確保支援センター 980-0011 仙台市青葉区上杉２- ４-46（県森連会館内） 022-217-4307 022-217-4307

秋 田 県 秋田県林業労働力確保支援センター 010-0931 秋田市川元山下町８-28（県森連会館内） 018-864-0161 018-864-0161

山 形 県 山形県林業労働力確保支援センター 990-2363 山形市大字長谷堂字馬場 2265 023-688-6633 023-688-6634

福 島 県 福島県林業労働力確保支援センター 960-8043 福島市中町５-18（県林業会館内） 024-521-3270 024-521-3246

茨 城 県 茨城県林業労働力確保支援センター 310-0011 水戸市三の丸１- ３- ２（県林業会館内） 029-225-5949 029-225-6847

栃 木 県 栃木県林業労働力確保支援センター 320-0033 宇都宮市本町 12-11（栃木会館４Ｆ） 028-624-3710 028-643-6802

群 馬 県 群馬県林業労働力確保支援センター 371-0847 前橋市大友町１-18- ７（県庁大友町庁舎） 027-212-6295 027-212-6296

埼 玉 県 埼玉県林業労働力確保支援センター 368-0034 秩父市日野田町１- １-44（県秩父農林振興センター内） 0494-25-0291 0494-22-5839

千 葉 県 千葉県林業労働力確保支援センター 299-0265 袖ヶ浦市長浦拓２号 580-148 0438-60-1521 0438-60-1522

東 京 都 東京都林業労働力確保支援センター 190-0013 立川市富士見町３- ８-1 042-528-0643 042-528-0619

神奈川県 神奈川県森林組合連合会 243-0014 厚木市旭町１- ８-14（グリーン会館３Ｆ） 046-228-8665 046-228-8665

新 潟 県 新潟県林業労働力確保支援センター 950-0965 新潟市中央区新光町 15-2 025-285-7711 025-285-5070

富 山 県 富山県林業労働力確保支援センター 930-0096 富山市舟橋北町４-19（県森林水産会館内） 076-441-6747 076-432-7086

石 川 県 石川県林業労働力確保支援センター 920-0209 金沢市東蚊爪町１-23- １（県森連内） 076-237-0121 076-237-6004

福 井 県 福井県森林整備支援センター 918-8567 福井市江端町 20- １（県森連内） 0776-38-0345 0776-38-0379

山 梨 県 山梨県林業労働センター 400-0016 甲府市武田１- ２- ５（山梨県治山林道協会内） 055-242-6667 055-254-6020

長 野 県 長野県林業労働力確保支援センター 380-0936 長野市岡田町 30-16（県林業センター内） 026-225-6080 026-225-6557

岐 阜 県 岐阜県林業労働力確保支援センター 501-3756 美濃市生櫛 1612- ２（県中濃総合庁舎内） 0575-33-4011 0575-46-8408

静 岡 県 静岡県林業労働力確保支援センター 420-8601 静岡市葵区追手町９- ６（県庁西館内） 054-255-4485 054-255-4489

愛 知 県 愛知県林業労働力確保支援センター 460-0002 名古屋市中区丸の内３- ５-16（県林業会館内） 052-953-3608 052-953-0557

三 重 県 三重県林業労働力確保支援センター 515-2316 松阪市嬉野川北町 530 0598-48-1227 0598-42-8221

滋 賀 県 滋賀県林業労働力確保支援センター 520-0807 大津市松本１- ２- １（大津合同庁舎内） 077-522-0307 077-521-0345

京 都 府 京都府林業労働力確保支援センター 604-8424 京都市中京区西ノ京樋ノ口町 123 075-821-9277 075-821-9278

大 阪 府 大阪府林業労働力確保支援センター 550-0013 大阪市西区新町３- ６- ９（大阪木材会館） 06-6538-7524 06-6531-9184

兵 庫 県 兵庫県林業労働力確保支援センター 650-0013 神戸市中央区花隈町 12- ６（第三大和ビル） 078-361-8010 078-381-9116

奈 良 県 奈良県林業労働力確保支援センター 630-8301 奈良市高畑町 1116- ６（なら土連会館内） 0742-27-4860 0742-23-1891

和歌山県 わかやま林業労働力確保支援センター 649-2103 西牟婁郡上富田町生馬 1504-1 0739-83-2022 0739-83-2565

鳥 取 県 鳥取県林業労働力確保支援センター 680-0947 鳥取市湖山町西２-413（県森連内） 0857-28-0123 0857-30-5014

島 根 県 島根県林業労働力確保支援センター 690-0876 松江市黒田町 432- １（島根県土地改良会館３階） 0852-32-0253 0852-21-4375

岡 山 県 岡山県林業労働力確保支援センター 700-0866 岡山市北区岡南町２- ５-10（県森連内） 086-225-9382 086-224-2655

広 島 県 広島県林業労働力確保支援センター 730-0051 広島市中区大手町４- ２-16（広島県農業共済会館） 082-541-5188 082-541-5177

山 口 県 山口県森林整備支援センター 753-0048 山口市駅通り２- ４-17（県林業会館内） 083-932-5286 083-934-3150

徳 島 県 徳島県林業労働力確保支援センター 770-0939 徳島市かちどき橋１-41（県森連内） 088-622-8158 088-626-5411

香 川 県 香川県林業労働力確保支援センター 760-0008 高松市中野町 23-2 087-861-4353 087-833-4525

愛 媛 県 愛媛県林業労働力確保支援センター 790-0003 松山市三番町４- ４- １（県林業会館内） 089-934-6153 089-934-6156

高 知 県 高知県林業労働力確保支援センター 782-0078 香美市土佐山田町大平 80（森林総合センター内） 0887-57-0366 0887-57-0396

福 岡 県 福岡県林業労働力確保支援センター 810-0001 福岡市中央区天神３-14-31（天神リンデンビル３階） 092-712-1443 092-733-8872

佐 賀 県 佐賀県林業労働力確保支援センター 840-8570 佐賀市城内１- １-59（県庁林業課内） 0952-25-7133 0952-25-7283

長 崎 県 長崎県林業労働力確保支援センター 854-0063 諌早市貝津町 1122-6 0957-25-0184 0957-25-0193

熊 本 県 熊本県林業労働力確保支援センター 862-0950 熊本市中央区水前寺６- ５-19（県住宅供給公社ビル内） 096-340-1151 096-340-1152

大 分 県 大分県林業労働力確保支援センター 870-0844 大分市大字古国府字内山 1337-15（林業会館新館） 097-546-3009 097-546-6969

宮 崎 県 宮崎県林業労働力確保支援センター 880-0802 宮崎市別府町３- １（宮崎日赤会館） 0985-29-6008 0985-32-3836

鹿児島県 鹿児島県林業労働力確保支援センター 899-5302 姶良市蒲生町上久徳 182-1 0995-54-3131 0995-52-1022

沖 縄 県 沖縄県林業労働力確保支援センター 901-1105 島尻郡南風原町字新川 135 098-987-1804 098-987-1805

発行　全国森林組合連合会　〒 101-0047　東京都千代田区内神田１- １-12（コープビル）TEL．03-3294-9713
　　　

林業労働力確保支援センター等　一覧


