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福井県は県土の４分の３が森林です。
その森林を管理し育成した樹木を伐採することで、
人々の生活に必要な木材を生産するのが林業です。
近年は森林整備を通じた災害防止や地球温暖化防止への期待が大きく、
林業はその重要な役割も担っています。
林業は、自然の中で働く喜びに加えて、
人々の安全や環境への貢献ができる社会的意義のある仕事です。

ス！？
今 がチャン
現在、戦後に植林された森林が十分に育ち、
木材として利用できる段階になりました。
先人の残してくれた森林をしっかり活用し、
次の世代へ繋ぐ新たな森林を作っていくために、
今、森林で働く担い手を必要としています。

もり

森林の主なお仕事

※このほかにも製材加工、流通、測量など、森林関係での仕事は多岐にわたっています。

林業とは、森林を維持管
理しながら、育成した樹
木を伐 採して 木 材を生
産 する 仕 事 で す 。豊 か
な 森 林 にするた め に 持
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続 可 能な森 林 管 理を行

地ごしらえ

植栽

雪起こし

下刈り

除伐

枝打ち

間伐

主伐

作業道開設

います。

伐採後、植栽をするために散乱し
た伐採木の枝葉や残木を取り除
き整地する作業です。

苗木を一定の間隔で植える作業
です。保護カバーや獣害ネットを
付けることがあります。

雪の重みで曲がったり、折れたり
した若木を縄などで固定し、垂直
に育てる作業です。

苗木よりも雑草木のほうが早く成
長するため、刈り払う作 業です。
植栽後の数年間、春〜夏の間に
行います。

生育したい樹種の成長を妨げる
他の樹木を伐る作業。
目的樹種の
枝葉が互いに接するところまで数
回行います。

節のない良質材を生産するため
に下枝を切り落とす作業。6ｍや
8ｍの高さまで枝を切ることもあ
ります。

樹木が密集してお互いの生育を妨げ、さら
に日光が遮られ土壌が流出し森林が荒廃
しないよう、一部の木を伐採する作業です。
また、間伐で伐採した木を丸太として搬出
し、利用する場合は「利用間伐」
と言います。

木材として利用できる時期に達し
た立木を伐り、収穫します。

伐採した木を丸太にして搬出する
ため、山に道をつくります。幅は3
ｍ程の道で、主に土のみで道づく
りを行います。
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高校3年生の頃に新聞で偶然、高卒で林業に従事している
方の記事を見て
「これだ！」
と思ったのが林業に携わるきっか
け。地元の愛知・岐阜でも就職活動をしましたが、最終的に
父親の故郷に近く、なじみのあった名田庄森林組合（現：れい
なん森林組合）
に就職しました。
林業の仕事は人間関係の悩みがなく、自分の仕事に没頭で
Iターン就 業 者

吉村 譲

さん （21年目／愛知県出身）

きるのが特長。間伐後の山に光が入り、植生が豊かになって
災害に強い健全な山になることもやりがいの一つです。ま
た、残業がないので仕事とプライベートの区切りができ、メ
リハリのある時間を過ごせるのも魅力。当組合では土日定

ふくい林業カレッジ修了生

山下 健一

休のため、休日には家族で過ごす時間や趣味の海釣りを楽

さん （１年目／石川県出身）

しんでリフレッシュしています。
体を動かすのが好きで体力に自信がある人、自然の中で働
きたい人、自分や家族と過ごす時間を大切にしたい人にも

●林業に入ったきっかけは？

●林業の良さや今後の目標は？

10年近く東京で働いていたのですが、地元の石川県で暮ら

東京で働いていた頃に比べると確かに収入は減りましたが、

す母親が高齢になってきたことや、都会暮らしの反動から

仕事を通してこの先活かせる技術や経験を得られるメリット

地元に近く、自然の中で仕事をしたい と思ったのが林業に

を考えると、給与面でも不満はありません。勤務時間も日が

興味を持ったきっかけ。
「森林（もり）の仕事ガイダンス」
を通

沈めば終業で、仕事後の時間や休日にしっかり体を休めるこ

じて福井県には「ふくい林業カレッジ」
という研修機関があ

とができるので、生活にゆとりを持てるようになりました。今

ることを知り、令和元年度の研修生として参加しました。林

後は林業についてさらに勉強し、より広い視点で知識や技

業カレッジのインターン活動で（株）ツリーエーにお世話に

術を身に付けていきたいです。

林業はおススメです。ぜひ一緒に働きましょう!

できる
れば 独 立
ね
重
を
努力
事です!!
い の ある仕
が
り
や
と
夢
元々、友人の親が林業に携わっていて「楽しそうだな」
と魅

なったのが今の会社との出会いです。

力を感じたのが林業を仕事に選んだ理由。その後、人にも恵

●林業を考えている人へメッセージを！
●林業のやりがいは？

林業に興味があったら様々なガイダンスや講習会、
「 ふくい

時間に追われ、人に囲まれた東京での生活に比べると、自然

林業カレッジ」のような研修機関を活用し、見たり、聞いた

の中で汗をかく心地よさはまさに ストレスゼロ 。伐倒の

り、経験してみることが大切。そうした場は各地から集まっ

際、狙ったところに木を安全に倒せた時の達成感は抜群で

た方々と知り合える貴重な経験にもなります。私のように全

す!! また、福井県は林業で独り立ちする方が多く、会社にも

くの未経験者でもサポートしてくれる仕組みがたくさんある

独立を応援する雰囲気がある点にも魅力を感じています。

ので、思い切って飛び込めば大丈夫！
！ 山で働く素晴らしさを

モチベーションアップにもつながりますね。

ぜひご体感ください!

まれて平成22年に独立し、平成30年1月に「ロガーワーク
ス」
として法人化しました。
林業はなかなか人目に付かない認知度の低い商売ですが、
ゼロから社会に役立つ何かを生み出せる、人に誇れる仕事。
起業経験者

古城 達也

さん （18年目／福井県出身）

当社では用途に合わせて木を無駄にせず、少しでも高く売る
ことを目標に、日々勉強と努力を重ねています。
また、私自身もそうですが、林業は努力と経験次第で自立で
きることも大きな魅力。当社でも従業員を育て、一人前に
なったらどんどん独立できるよう応援しています。
当社では若い人たちに林業に憧れを持ってもらえるよう、
様々な取り組みも進めています。働きやすい環境整備に力
を入れる事業体も増えていますので、林業に興味のある方
は思い切って飛び込んでみてはいかがでしょうか？
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林業事業体紹介

認定事業体紹介
認定事業体紹介

❶ 株式会社 大窪建設
福井市福1-2616

会社概要

❿

ＴＥＬ 0776-35-0001

FAX 0776-35-4040

■代表者／角 喜代子

■事業内容／土木、造園、森林整備

■従業員数／8名

■平均年齢／40歳

■設立年／平成15年

■売上高／1億円

■主な業務エリア／関東、近畿、東海、関西、中国地方（本州のみ）

⓬⓫
❸

❶❼ ❺ ❷

日本の森林を守る・育てる・活用する

⓮

❻ ❾❹

⓭
当社は、1から１０までの森林整

❽

備作業に関して、すべて携わり

⓱⓯

ます。得手・不得手の作業があ

⓲

⓴

りますが、得手を伸ばして、不得
手を改善してもらうようにいた
します。

⓰

また当社では土木、造園、森林
整備（保育・利用間伐）、維持管
理など、個々のスキルを上げ、
す
べての作業をこなせるようオー
ルラウンダーを目指しておりま
す。そのため、資格・免許につい
ては、会社で負担いたします。

⓳

年間スケジュール（例）
1・2月
3月

認定事業体とは、
『労働環境の改善』や『事業の合理化』に取組む意欲ある事業体として

4〜12月

1日の仕事の流れ（例）

除雪、伐採など

担当者からのメッセージ

8時〜 出社、現場移動

伐採、再造林（拡大造林）など
伐採、除草、維持管理など

当社は社員教育について、
「 緑の雇用」
事業を活用して育成をしています。その

8時半〜9時 準備（朝礼・点検など）

ため、未経験の方でも歓迎しており、採

9時〜12時 作業（休憩は各自：30分以上）

用についても、常 に募 集しています。

12時〜13時 昼食（休憩）

県知事が認定した林業を営む事業者のことです。

「来るもの拒まず」の気持ちです。※も
ちろんしっかりと面接はさせて頂きます

13時〜16時半 作業（休憩は各自：30分以上）
福井地区

坂井地区

奥越地区

嶺南地区

丹南地区

認定事業体一覧

ので、
「 林業」にご興味がある方はぜひ

16時半〜17時 片付け

令和2年4月現在

ともご連絡ください！！

17時〜 帰社、退社

❶ （株）大窪建設

福井市福1丁目2616

⓮ （株）ツリーエー

勝山市北郷町志比原2-1

❷ （株）大義林研

福井市和田中1丁目331

⓯ 高松林建

越前町市3-44-7

❸ （株）グリーン福井

福井市一王子町28-3

⓰ ホクエーメンテナンス(有)

南越前町宇津尾36-1

❹ サンＳグリーン(株)

福井市東森田1丁目1112

⓱ （株）丸勝木材

越前町荻野125

❺ （株）福井県森林開発センター

福井市江端20-1

⓲ （株）木もくレンジャーズ

池田町小畑3-1

❻ 福井森林組合

福井市文京6-11-13

⓳ れいなん森林組合

小浜市神宮寺5-30

❼ （株）ミカド開発

福井市福1丁目2603

⓴ 武生森林組合

越前市高瀬1丁目14-23

❽ 美山町森林組合

福井市美山町6-25-1

丹生郡森林組合

越前町織田108-34-1

❾ （株）ロガーズ

福井市上野本町3丁目635

池田町森林組合

池田町寺島33-4-1

❿ 坂井森林組合

あわら市御簾尾15-6

南越森林組合

越前市粟田部町11-17

・日給単価

ＣＩＮＱ
⓫ （株）

坂井市丸岡町山口59-7-1

九頭竜森林組合

大野市吉6-7

※月収例

⓬ ロガーワークス(株)

坂井市丸岡町猪爪6-1-14

南条郡森林組合

南越前町今庄2-18-1

⓭ 奥越林業（株）

勝山市立川町2-2-12-2

採用情報
採用職種

現場技術者、管理技術者（施工管理）

勤務曜日・時間

月〜土曜

8：00〜17：00

採用人数

2〜3名

資格・経験

普通自動車運転免許（ＭＴ）

雇用形態

正社員

休日・休暇

日曜、祝日ほか（87日以上）

仕事内容

現場作業、施工管理

待遇

雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険、

給与

・給与形態 日給月給

退職金共済加入、各種手当、

（個人負担なし）

45歳（勤務年数10年）40万円
採用担当

（株）光潤 ※1
※1 未掲載

6

道具や資材についてはすべて会社所有物を使用

10,000円〜

勤務地

角

裕樹（0776-35-0001）

福井県ほか

福井市三郎丸28-1-9
※地区別順不同
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林業事業体紹介

❷ 株式会社 大義林研
福井市和田中1-331

会社概要

TEL 0776-26-4123

❸ 株式会社 グリーン福井
FAX 0776-26-3886

HP http://ogirinken.com/

■代表者／大泉 雅人

■事業内容／森林整備、重機アタッチメント開発

■設立年／平成24年

■売上高／8,500万円

■従業員数／6名

■主な業務エリア／福井県全域、県外

■平均年齢／47歳

会社概要

福井市一王寺町28-3

TEL 0776-83-1817

■代表者／下矢 健太郎

■事業内容／森林整備、造園、住宅エクステリア工事

■売上高／1億円

■従業員数／10名

女性の登用、特許商品の開発などで林業の未来を
間 伐と素 材 生 産を中心に、建

FAX 0776-83-1660
■平均年齢／45歳

HP http://green-fukui.com/
■設立年／昭和55年

■主な業務エリア／福井県全域

緑豊かな福井へ
社名の通り、緑や自然に関わる

築 材として使えない木は木 質

事業を全般的に手がけていま

バイオマス燃料として供給する

す。林業に関しては植栽から素

など、循環志向の事業を展開し

材 生 産まで幅 広く施 工してお

ています。中でも、作業道づくり

り、多くの技術を習得できるの

に適した機 械を求めて自社 開

も特徴。
また、造園工事も手掛

発した「 大 義 バケット」は 、グ

けているので、施 工 管 理 技 士

ラップルという林 業 機 械 のア

等の国家資格も取得できます。

タッチメントでつかむだけで脱

今後は他の事業体との連携を

着ができ、道 の 転 圧をはじめ

強化し、施工エリアや事業の幅

様々な用途で威力を発 揮する

を拡大しつつも、“緑豊かな福

優れもの。作 業 効 率と安 全 性

井”をめざして緑の大切さを率

を高める商品として各所から注

先して発信していきます!!

目を集めています。

事業内容

当社では若い方を育てていきたいと、未経験者も積

8時〜12時 作業（10時頃休憩）

極的に採用しています。
自社商品「大義バケット」の
販売をはじめ、
ドローン研修など新しい技術の習得

12時〜13時 昼食

や事業拡大にも積極的に挑戦中。大らかで開放的

森林整備
（利用間伐）

60%

13時〜16時 作業（15時頃休憩）

な気持ちになれる林業の仕事は、爽快感や達成感
も抜群です!!

16時〜 撤収

女性社員も作業現場で活躍していま

すので、現場志望の女性もぜひご応募ください。

17時 作業終了、帰宅

採用職種

現場技術者

採用人数

1名

雇用形態

正社員

給与

勤務地

福井県全域、県外

勤務曜日・時間

週5日 8:00〜17:00

資格・経験

普通自動車運転免許

（立木伐採、作業道開設、重機での集材・採材・運搬）

休日・休暇

日曜+シフト制（週休2日）、夏季、年末年始

・給与形態／月給制

待遇

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

木材を搬出するための業務

松くい虫防除工事
ゴルフ場内伐採工事
街路樹植栽工事
森林調査工事・外構工事
緑地帯修景工事
保安林保育工事（下刈り）
支障木伐採工事
剪定業務（個人庭園・公共施設）
皆伐工事・公園管理業務
保安林保育工事（間伐・枝打ち）
特殊伐採業務・街路樹剪定業務
雪吊り業務・学校林整備工事（遊歩道設置）

1日の仕事の流れ（例）
〜8時

現場到着

8時〜12時

作業

12時〜13時

昼食

担当者からのメッセージ
当社では人材育成に力を注ぎ、
自然同様に
少しずつながらも着実に成長していきたい
と考えています。人柄をしっかり見て採用す
るため、採用率は10％。その分定着率は高
く、経験や年齢に合わせて長く働ける仕組

13時〜17時
17時

作業
作業終了

みを整えています。
また、将来独立して自分
で事業を起こしたい方も大歓迎!! 幅広い技
術や知識、資格を身につけたい方はぜひご
応募ください。

※月収例／基本給30万円、通勤手当1万円、
役職手当2万円、資格手当1万円、子供手当5千円
総支給34万5千円

採用職種

現場技術者、管理技術者

勤務地

福井県全域

採用人数

2名

勤務曜日・時間

月〜土曜（一年単位の変形労働時間）8:00〜17:00

雇用形態

正社員（通年雇用）

資格・経験

普通自動車運転免許、経験者優遇

仕事内容

森林整備（保育・素材生産・修景工事）、

休日・休暇

日曜、祝日他※一年単位の変形労働時間

待遇

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、

造園（庭園設計施工・緑地管理・庭園管理）
給与

・その他／交通費・役職手当・資格手当・子供手当
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1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

採用情報

採用情報

仕事内容

年間スケジュール(２０２０年 入社7年目）

担当者からのメッセージ

〜8時 現場到着

皆伐・特殊伐採・
特殊バケット販売
5%
森林
作業道開設
35%

1日の仕事の流れ（例）

・給与形態／日給

退職金制度の加入、賞与（年2回）、決算手当、

・日給単価／9,000円〜13,000円

安全管理費の支給

・その他／交通費・資格手当・管理手当・技能手当
採用担当

大泉（0776-26-4123）

※冬季の出張あり

※月収例／基本給25万7,500円、休日割増6,953円、
通勤手当3万1,200円、管理手当2万6,000円、
技能手当1万3,000円

採用担当

下矢（0776-83-1817）

総支給33万4,653円
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林業事業体紹介

❹ サンSグリーン 株式会社
会社概要

❺ 株式会社 福井県森林開発センター

福井市東森田1-1112

TEL 0776-56-8868

■代表者／阪本 陽一

■事業内容／森林整備、土木、造園

FAX 0776-56-8865

■設立年／平成20年（創業：平成11年）

HP https://www.sun-s-fukui.com/

■従業員数／7名

■平均年齢／43歳

■主な業務エリア／福井県全域

会社概要

福井市江端町20-1

TEL 0776-38-0345

■代表者／坂東 秀夫

■事業内容／森林整備、測量業務等

FAX 0776-38-0379
■設立年／昭和51年

■従業員数／12名

■平均年齢／40歳

■主な業務エリア／福井県全域

も

恵み豊かな自然を育み守る

■売上高／1億2,000万円

り

福井の元気を森林でつくろう

造 林 、育 林など保 育 事 業をメ

森林組合系統の関連組織とし

インとした森林整備をはじめ、

て、鉄塔の線下伐採を中心とし

河 川や 公 園 の 樹 木 伐 採 や 除

た業務に携わっています。社員

草・植 栽 工 事 、学 校 や 工 場 の

一 人ひとりが森 林 施 業のプロ

緑 化 事 業など、幅 広い事 業に

フェッショナルとして誇りと自

携わっています。様々な現場で

信をもって働けるよう、研修や

の 仕 事を通じて、地 域の 環 境

指 導 、免 許 取 得なども積 極 的

保 全 に取り組 むことができる

に実 施 。今 後は森 林の持つ公

のもやりがいのひとつ 。2 1 歳

益的、多面的機能を十分に活

〜53歳まで7名の社員が協力

かし、
これまで以上に地域へ貢

しながら安全第一で作業に取

献できる企業をめざして、社員

り組み、森を豊かにし、緑を守

のスキルアップとさらなる業務

る仕事に誇りをもって働いてい

拡大に取り組んでいきます。

ます。

年間スケジュール（例）
1・2月 森林整備（県外出張も有）
3・4月 森林整備

1日の仕事の流れ（例）
7時半〜 会社集合、社用車で現場へ移動
8時〜12時 作業（途中適宜休憩）

年間スケジュール（例）

担当者からのメッセージ
当社は福利厚生が充実しているのも自慢のひ

12時〜13時 昼休憩

11・12月 森林整備

13時〜16時 作業（途中適宜休憩）

京都北部エリア・福井県嶺南エリア伐採事業（冬季）、
神奈川県での伐採事業（冬季）

とつ。土・日・祝の週休2日制を採用しているほ
か、休暇制度や諸手当も完備。作業服や手袋、
由で、年に1万円支給する中から好きなものを

3月 電力会社・その他伐採事業

能!! まずは一度見学にお越しください。

8時〜12時

作業

12時〜13時

休憩

13時〜17時
4〜12月 電力会社・その他伐採事業、
地権者・境界・立木調査、測量・交渉事業

作業

17時〜 帰社、退社

現場技術者

勤務地

福井県内全域（主として福井市近郊）

則った万全の装備と通年雇用で、社員が安

採用人数

1〜2名

勤務曜日・時間

月〜金曜

正社員

山林での伐採等の森林整備事業

資格・経験

休日・休暇

公園や学校での剪定等の造園作業

採用人数

①1名、②1名

雇用形態

正社員

仕事内容

①林業全般（伐採・枝打ち・下刈等）、

8：00〜17：00（休憩120分）

普通自動車運転免許
②林業・造園業の写真・施工管理及び

土・日曜、祝日、GW、夏季、年末年始等

調査工事等のデータ整理
待遇

社会保険加入、中小企業退職金制度加入、
定期健康診断、通勤手当、家族手当、役職手当、

・給与形態／日給月給

出張手当等

・日給単価／10,000円〜
・その他／賞与（夏季・冬季）昇給（6月 技術、能力に応じて）
※月収例：23万円〜

①現場技術者、②管理技術者（調査班）

勤務地

福井県全域 ※県外出張有
（冬季に神奈川1〜2ヵ月または京都エリア1ヵ月）

堤防や道路での除草作業や緑化事業
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やりがいです。当社では 国 の 安 全 基 準 に
心して働ける環境を整えています。

採用職種
採用職種

給与

れ変わり、一般の方に「入りたい」と思って

採用情報

採用情報

仕事内容

なことも多い仕事です。
しかし、手入れの行
き届いていない森林が見違えるように生ま

17時 帰社、退社

雇用形態

担当者からのメッセージ
山奥に分け入って働く林 業は危 険や大 変

いただける場所になることは林業の大きな

購入できます。
また、スキルアップ支援にも力
を入れ、全額会社負担で様々な資格を取得可

16時〜 撤収

〜8時 出社、現場移動

1・2月 電力会社・その他伐採事業、

カッパなどは支給しますが基本的に服装は自

5〜10月 森林整備、除草、造園事業

1日の仕事の流れ（例）

給与

・給与形態／①日給制

勤務曜日・時間

月〜金曜

資格・経験

普通自動車運転免許

休日・休暇

土・日曜、祝日、GW、お盆、年末年始等

待遇

8:00〜17:00

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、
退職金制度有、定年制（延長有）、交通手当、残業手当、

②月給制

出張手当

・日給単価／ ①10,000円〜（日給制・能率給有）
②200,000円〜（月給制）

採用担当

嶌川（0776-56-8868）

・その他／昇給・賞与（夏・冬）、

採用担当

高橋（0776-38-0345）

決算手当
（業績に応じて）
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林業事業体紹介

❼ 株式会社 ミカド開発

❻ 福井森林組合
福井市文京6-11-13

会社概要

TEL 0776-23-4008

FAX 0776-23-4009

■代表者／吉田 正継

■事業内容／森林整備、森林資源の保全・活用

■売上高／5億3,800万円

■従業員数／14名

■平均年齢／40歳

HP http://fukuisk.com/
■設立年／平成28年

会社概要

■主な業務エリア／福井市（旧福井市）
・永平寺町

福井市福1-2603

ＴＥＬ 0776-34-3040

■代表者／角 実

■事業内容／土木、造園、森林整備

■従業員数／11名

■平均年齢／44歳

森林を守り育て未来に引き継ごう

FAX 0776-34-6150

HP http://mikadokaihatsu.com/

■設立年／昭和61年

■売上高／4億2,000万円

■主な業務エリア／関東、近畿、東海、関西、中国地方（本州のみ）

日本の森の保護と再生を目指して

協力事業体（7社）
と連携し、特

当社は「この素晴らしい環境を

殊 伐 採や利 用間 伐をメインと

後世に残したい」
という理念の

した森 林 整 備を実 施していま

もと、カーボン・オフセット等 、

す。森林資源を守り、活用する

環 境に配 慮した森 林 整 備 、土

ことは地球環境の保全や地産

木 作 業に積 極 的に取り組み、

地 消 、地 域 社 会の繁 栄にもつ

自然環境を守る事に全力を注

ながる重 要な使 命 。山林 所 有

いでいます。

者の山を地元に代わって整備

地球の持つ豊かな自然環境を

し 、次 世 代 へつ なぐ た め 、職

次の世代へ繋ぐため、出来るこ

員・作 業 班・協 力事 業 体が 一

とからコツコツと地 域 社 会 に

丸となって取り組んでいます。

貢献していきます。

森林整備部門のほか、指導部
門・販売部門・施設と幅広く事
業展開しています。

年間スケジュール（例）
1月 現地検査

7月 インターンシップ受入れ

2月 補助申請業務

8月 森林整備現地説明会

1日の仕事の流れ（例）
8時〜 出社、現場移動

年間スケジュール（例）

担当者からのメッセージ
当組合の職員はお客様からの多様な

1・2月

ニーズに応えるため、
『 森林施業プラン

3月 決算

9月 半期決算

4月 年間予定作成

10月 森の学習会

8時半〜12時 現場作業

3月

ナー』
をはじめとする様々な資格を取得
しています。
自分が担当する集落の山林

12時〜13時 休憩

が整備をすることで明るくきれいにな

4〜12月

伐採、再造林（拡大造林）など
伐採、除草、維持管理など

11月 展示即売会
12月 山祭り

6月 総代会

17時半〜18時 翌日の打合せ

く、
自然が好きで山に興味のある方は

えるのは他にはない魅力だと思って
います。
自然を守るやりがいのある仕事です
ので、ぜひ一緒に働きましょう。

採用情報

採用職種

管理技術者（森林整備全般）

勤務地

福井市

採用人数

1名

勤務曜日・時間

月〜金曜

雇用形態

正社員

資格・経験

なし

仕事内容

森林整備事業等に関する全般、

休日・休暇

土・日曜、祝日、夏季、年末年始

8:30〜17:30

採用職種

現場技術者、管理技術者

勤務曜日・時間

月〜土曜

待遇
・給与形態／月給制

採用人数

2〜3名

資格・経験

普通自動車運転免許（ＭＴ）

雇用形態

正社員

休日・休暇

日曜、祝日ほか（87日以上）

仕事内容

現場作業、施工管理

待遇

雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険、

給与

・給与形態／日給月給

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、

18万円〜25万円

道具や資材についてはすべて会社所有物を使用

・日給単価／10,000円〜

退職金共済加入

（個人負担なし）

※月収例／45歳（勤務年数10年）40万円

・その他／試用期間中は日給制
※月収例

8：00〜17：00

退職金共済加入、各種手当、

森林資源調査・測量・書類作成等
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溢れる静かで広大な自然と触れ合

9時〜12時 作業（休憩は各自：30分以上）

17時〜 帰社、退社

採用情報

給与

変な部分もあります。ただ、開放感

8時半〜9時 準備（朝礼・点検など）

16時半〜17時 片付け

ぜひご応募ください!!

18時〜 退社

林業は体力仕事、気候によっては大

13時〜16時半 作業（休憩は各自：30分以上）

らえると励みになりますよ。男女関係な
5月 集落座談会・松くい虫防除

担当者からのメッセージ

8時〜 出社、現場移動

12時〜13時 昼食（休憩）

り、お客様から
「ありがとう」
といっても

13時〜17時半 事務作業

1日の仕事の流れ（例）

除雪、伐採など

採用担当
採用担当

中出（0776-23-4008）

勤務地

角

裕樹（0776-34-3040）

福井県ほか
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林業事業体紹介

❽ 美山町森林組合
福井市美山町6-25-1

会社概要

❾ 株式会社 ロガーズ

TEL 0776-90-3331

FAX 0776-90-3333

福井市上野本町3-635

HP http://www.mlog.or.jp/

■代表者／渡辺 一夫

■事業内容／森林整備、木材加工、建築

■設立年／昭和40年

■売上高／7億3,500万円

■従業員数／53名

■主な業務エリア／福井市（旧美山町）

■平均年齢／48歳

会社概要

現在採用予定はありません

TEL 0776-97-6351

FAX 0776-97-6384

■代表者／山本 真吾

■事業内容／森林整備（利用間伐、作業道開設）など

■売上高／1億円

■従業員数／7名

健康・安全・コミュニケーション第一！

■平均年齢／32歳

■設立／平成24年

■主な業務エリア／福井市、永平寺町、越前町

未来に活きる人のための山づくり

当組合は森林整備から原木の
伐 採 、搬 入 、貯 木 場 、木 材 加
工、販売という一連の流れをワ
ンストップで行い、さらに建 築
も手がけているのが強み。地元
在住者を中心とした従業員が、
地域密着型のきめ細かな対応
で施業にあたっています。今後
は I oT 活 用などによる生 産 性
向 上と組 合の利 益 増 、従 業員
や組 合員・林 家の幸 福 度アッ
プをめざしつつ、長年培ってき
た技 術 力と実 績をさらに磨い
ていきます。

事業内容

森林
作業道開設
10%

建築
10%

森林整備

木製品販売
30%

（伐採や草刈り）

15%

担当者からのメッセージ
林業は現在世界で注目を集める「SDGs」の理念

8時〜12時
12時〜13時

（保育施業）

10%
請負工事

1日の仕事の流れ（例）
7時20分〜 ミーティング後、現場移動

を具現化できる最前線の仕事であり、環境問題を

作業
昼休憩

最も身近に感じられる仕事でもあります。森林整

当社では作業道開設から原木の伐採、運搬

備には危険もありますが、山林での伐採作業等の

という一連の業務を行っています。ほぼ現場

達成感は格別!! 作業後の木材は加工や建築に活
森林整備

13時〜17時

作業

かされ、製品として形に残ることも喜びのひとつで

（利用間伐）

25%

17時過ぎ

す。
コミュニケーション能力と体力のある方はぜひ

終業、帰宅

ご応募ください！

に直行、直帰で17時には作業終了するた
め、
ワークライフバランスがとりやすいのも特
長。
日々の作業は工程表を作り、現場に出る
社員6名がそれぞれ目標をもって仕事にあ

採用情報

たっています。
また、研修など外からの学びも

1日の仕事の流れ（例）

事業内容
〜7時半頃

特殊
請負工事 伐採
（伐採や草刈り）
5%
10%
森林
作業道開設
25%

8時〜12時

現場技術者（森林整備、建築）

勤務地

美山町森林組合本所：福井市美山町6-25-1
加

採用人数

未定（お問い合わせください）

雇用形態

正社員（雇用形態・季節雇用）

仕事内容

給与

森林整備：伐採、作業道開設等
（チェーンソー、重機、高性能林業機械使用）
建築：建築作業補助、建築営業、建築見積設計
・給与形態／月給制（日給×労働日数/月を月1で支払い）
・日給単価／10,000円〜
・その他／法定休日勤務＝1.35倍、
40時間超時間外勤務＝1.25倍
※月収例
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（1万円×平日20日）
＋
（1万2,500円/8×平日1時間）+
（1万2,500円×土曜2日）+
（1万3,500円×日曜1日）
＝24万63円

工

場：福井市境寺町10-18-1

勤務曜日・時間

月〜金曜

資格・経験

普通自動車運転免許

森林整備
（利用間伐）

運転作業経験者歓迎

待遇

土・日曜、祝日、その他（お盆、年末年始）

し続けています。

食事終了後再開

13時〜17時

作業（適宜休憩）

17時半頃

帰宅

勤務情報
職種

仕事内容

現場技術者（森林整備）

勤務曜日・時間

月〜土曜

8:00〜17:00

山に作業道を開設し、伐採した木を丸太にする。

資格・経験

普通自動車運転免許（AT限定可）

休日・休暇

日曜、悪天候時、GW、お盆、年末年始

待遇

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、

それを市場まで搬出する。

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、

総務課

昼食

オールマイティープレイヤーをめざして挑戦

備品購入助成金
採用担当

12時〜13時

60%

8時間/日

※チェーンソー、パワーショベル、大型自動車等々、

休日・休暇

作業（小出し／フォワーダという重機に
のって丸太の材を土場に運搬する）

大切にしながら、すべての工程をこなせる
採用職種

現場到着

給与形態

月給制

勤務地

福井市、永平寺町、越前町

松井（0776-90-3331）

退職金共済（林退共）、時間外手当、出張手当など
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林業事業体紹介

❿ 坂井森林組合
あわら市御簾尾15-6

会社概要

現在採用予定はありません
TEL 0776-74-2120

FAX 0776-74-2125

坂井市丸岡町山口59-7-1

HP http://www.sakai-sinrin.jp

■代表者／坂井 幹夫

■事業内容／森林整備・管理、木質リサイクル事業、木質バイオマス事業

■売上高／6億8,000万円

■従業員数／41名

■平均年齢／44歳

⓫ 株式会社 CINQ （サンク）

■設立年／昭和63年

会社概要

■主な業務エリア／あわら市、坂井市

■代表者／松下 明弘

TEL 0776-67-2329 FAX 020-4623-5781

HP http://cinq.webcrow.jp/、https://www.frame-f.com

■事業内容／森林整備
（利用間伐、
主伐、
作業道開設）
、
特殊伐採、
木製品企画・販売、
薪生産・販売

■設立年／平成29年（創業：平成24年）

■売上高／8,000万円

■従業員数／4名

■平均年齢／35歳

■主な業務エリア／越前市、南越前町、池田町、加賀市、福井市

変化・対応し続け常に社会から必要とされる集団であり続ける

山からの恵み、木材を活かす
素材生産を中心とした森林整備を

事 業の軸は林 業ですが「 現 在

はじめ 、木 質 系 廃 棄 物（ 伐 根 、枝

の林業に必要なもの＝木造住

等 ）や 端 材 などから様々なエコロ

宅の着工数増＝住みやすい田

ジー製品を製造する
「WOODリサイ

舎の整備＝まちづくり」
と考え、

クルセンターさかい」と、
リサイクル

幅広く事業展開しています。社

用材から木 粉と木 質ペレットを製

員全員が社 長として独 立でき

造する「WOODバイオマスセンター

る知識と技術を得るため、経営

さかい」を運営しています。

の勉 強 会にも積 極 的に参 加 。

“木を育て、森を活かす。”を理念に

伐採の際は少ない労力で効率

掲げ、作 業の機 械 化を進めながら

よく作業できるよう作業システ

利 益を出せる林 業 経 営をめざして

ムを改善したり、重労働で危険

います。

な作業も多いため、7割の力で
余 裕を持って作 業できるよう
心がけています。

事業内容
請負工事 薪生産・
販売
5%
10%
森林
作業道開設
10%
森林整備

事業内容

（伐採や草刈り）

（利用間伐）

リサイクル・
産廃処分
15%
森林整備

1日の仕事の流れ（例）

特殊伐採
5% 木製品
販売
5%
皆伐
5%

45%

8時〜12時

森林整備
森林
作業道開設
35%

（保育施業）

15%

担当者からのメッセージ

7時半〜 出社、現場へ（直行も可能）

12時〜13時

るため、
また、荒天や怪我、加齢などで作業ができ

作業

ない時の雇用を確保するため、事業の多角化を進
めています。当社の理念に共感できる方、
また柔軟

昼休憩

（利用間伐）

50%

当社では木材価格と補助金単価の減少に対応す

な発想力を持った方にぜひ来ていただきたいです
13時〜16時
16時過ぎ

作業

ね。U・Iターンの方も大歓迎!! インターンや仕事体
験も受け入れていますので、お気軽にお問い合わ

終業、帰宅

せ下さい。

採用情報

林業豆知識

林業で使う専門用語

素材生産

特殊伐採

間 伐や主 伐により山から丸 太（ 素

屋 敷 木や 神 社 木など

材）
を生産することです。以下の工程

狭い場 所や高い場 所

により立っている木を丸太にします。

で樹木を伐採すること

《素材生産工程》

使って木に登り高い場

切る
（造材）
⇒機械が通る道まで集める
（集材）

所から伐採します。

勤務地

福井県全域

採用人数

増員

勤務曜日・時間

月〜土曜

雇用形態

正社員（フルタイム）

資格・経験

7:30〜16:00（フレックスタイム制）

高校卒以上、普通自動車運転免許（AT限定可）
※重機類の有資格者大歓迎（入社後取得可能）

仕事内容

森林整備（植林、下刈、枝打ち、間伐、作業道開設作業
など）、森林の環境整備に関わる仕事全般

休日・休暇

日曜、その他（週休2日制）、年末年始、夏季休暇、
有給・慶弔休暇

給与

・給与形態／月給制（日払い・週払い・即日払いOK）
・その他／試用期間3ヵ月
（試用期間中の給与は

待遇

日給8,000円）、経験、資格によって優遇
※月収例

主伐の種類の一つで一定区域の木を全部または大部分伐採して
丸太を生産することです。

現場技術者

です。時には、ロープを

木の伐倒⇒枝葉を取り除く枝払い⇒伐倒した木を一定の長さに

皆伐

16

集材

採用職種

特殊伐採

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、交通費支給、
資格取得支援、手当、U・Iターン支援、時短勤務制度、
服装自由、昇給年1回、賞与年1回（業績により年2回）

20万8,000円〜45万8,000円

（※想定年収250万円〜550万円）
採用担当

松下（0776-67-2329）
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林業事業体紹介

⓭ 奥越林業 株式会社

⓬ ロガーワークス 株式会社
坂井市丸岡町猪爪6-1-14

会社概要

TEL 0776-67-3937

勝山市立川町2-2-12-2

■代表者／古城 達也

■事業内容／林業全般

■設立年／平成30年

■売上高／9,500万円

■従業員数／4名

■平均年齢／35歳

■主な業務エリア／美山町、越前町、敦賀市

会社概要

TEL 0779-87-2320

FAX 0779-87-2282

■代表者／四谷 一

■事業内容／林業全般

■設立年／平成18年

■従業員数／6名

■平均年齢／44歳

■主な業務エリア／福井県全域、石川県小松市・白山市

個性のある新しい林業の時代

■売上高／7,000万円

林業を通して心も体も健やかに‼

4名の社員全員が30代という、

国有林での森林整備や工事の

若く風 通しの良い 会 社 です。

ための木の伐 採 、電力送 電 線

「 木を高く売る採り方 」を追 求

下 の 木 伐 採 から 住 宅 周りの

し、各社員のスキルアップはも

木々や庭木の伐採まで、幅広く

ちろん、高 性 能 林 業 機 械の導

受注しています。入社1年未満

入やトラックの改造など、仕事

の社員からベテランまで6名が

効率を格段に上げるための設

在 籍しており、チームワークの

備 投 資にも力を入れているの

良さも強み。一人ひとりが作業

が特徴。今後は“若い人たちが

種によって得意・不得意を作ら

憧れる会社”を目標にさらなる

ず、何でも対応できるよう技術

事業拡大をめざし、働きやすく、

を磨いています。常に丁寧かつ

社員が成長できる環境づくりに

きれいな 仕 事を心がけ、お 客
様からの信頼と継続的な受注

も積極的に着手していきます。

をいただくことが目標です。

事業内容
特殊
伐採
請負工事 5%
（伐採や草刈り）

森林整備

当社では社員一 人ひとりの考えや判 断を大 切に

12時〜13時 昼休憩
13時〜16時 作業（途中適宜休憩）

国有林での利用間伐など
の森林整備、松くい虫防除

定休日は日曜日ですが、それ以外の休日
（月2〜3
3〜11月

取ってもらってOK。ボーナスもそれぞれの能力に

電力送電線下や
工事のため樹木の伐採

応じた金額を支給しています。林業に興味がある
若い方なら、初心者大歓迎!! ぜひ一度ご相談くだ

16時〜 撤収・帰宅

1・2月

し、将来的な独立も応援しています。会社としての
回）は自分の都合や仕事の状況に合わせて自由に

（利用間伐）

50%

年間スケジュール（例）

担当者からのメッセージ

8時〜12時 作業（途中適宜休憩）

15%

森林
作業道開設
30%

1日の仕事の流れ（例）
7時半〜 現場へ直行

さい。

採用情報

12月

国有林での利用間伐など

1日の仕事の流れ（例）
7時〜
8時〜12時
12時〜13時
13時〜16時
16時〜

の森林整備、松くい虫防除

現場へ通勤

担当者からのメッセージ
当社では就 業 年 数に応じて研 修や講習が受

作業（随時休憩）
昼食

けられる「緑の雇用事業」を活用し、初心者で
も林業の知識や技術を学びながら働ける体制
を整えています。
自然に触れながら技術を磨け

作業（随時休憩）

る林業の仕事は安全第一、関係法令順守はも
ちろんですが、いい意味で仕事を遊びにできる
ところが魅力の一つ。様々な現場で、幅広い技

作業終了

術を身につけられるのも当社の強みです!!
17時

帰社、報告、翌日の準備、退社

採用情報

採用職種

現場技術者

勤務地

福井県内外

採用職種

現場技術者

採用人数

3名

勤務曜日・時間

1日8時間〜※天候により変動

採用人数

2名

雇用形態

正社員

資格・経験

なし

雇用形態

正社員（通年雇用）

仕事内容

木材搬出、作業道開設等

休日・休暇

日曜、祝日、その他（月2〜3回程度自由に取得可）

仕事内容

国有林での森林整備・素材生産等、

給与

・給与形態／月給制（220,000円〜）

待遇

昇給随時あり、賞与年2回、労災保険、雇用保険、

勤務曜日・時間

当社就業カレンダーによる
（年間休日：106日）
8:00〜17:00

資格・経験

休日・休暇

不問（業務関連の資格・経験があれば優遇）

当社就業カレンダーによる
（年間休日：106日）
日曜、祝日および当社規定の土曜日

電力送電線支障木伐採、工事用支障木伐採

・日給単価／11,000円

健康保険、厚生年金、退職金共済（林退共）

待遇
給与

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、
従業員傷害保険、退職金共済

※月収例／18万円〜

※月収例／1年目23日出勤25万3,000円
（基本給+手当）

採用担当
採用担当
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・給与形態／日給月給

古城（090-5682-5078）

勤務地

四谷（0779-87-2320）

主に福井県嶺北地域
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林業事業体紹介

⓮ 株式会社 ツリーエー
勝山市北郷町志比原2-1

会社概要

⓯ 高松林建

TEL 0779-89-1602

FAX 0779-89-1602

現在採用予定はありません

丹生郡越前町市3-44-7

■代表者／竹内 淳

■事業内容／林業全般

■設立年／平成26年

■売上高／9,500万円

■従業員数／7名

■平均年齢／49歳

■主な業務エリア／福井県全域

会社概要

TEL 0778-34-2422

FAX 0778-34-2424

■代表者／高松 英彦

■事業内容／立木・各種原木の売買、立木伐採、森林整備（間伐）

■売上高／8,600万円

■従業員数／常勤10名、非常勤2名

孫・曽孫、未来に繋げる山・木を造る

■平均年齢／46歳

■設立年／昭和36年

■主な業務エリア／福井県全域

山を守り、山を生き生きとさせる

「木と共に成長する」を基本理
念に、作業を100％安全にこな
すことと、プロならではの精度
の高い仕事を心がけています。
現 在 の 主 力は 利 用 間 伐 です
が、今 後は伐るだけでなく“ 植
えて育てる林業”にも取り組み
ながら、地域で山を育てること
にも計 画・参 画していくことが
目標。
また、特殊伐採などの職
人 技も若い世 代に伝え、会 社
としての強みにもつなげていけ
ればと考えています。

事業内容

1日の仕事の流れ（例）
7時半〜

請負工事

現場打ち合わせ

（伐採や草刈り）

特殊伐採
10%

10%
森林整備

皆伐
10%

（利用間伐）

7時45分〜12時

作業

12時〜13時

昼食

「働いてくれる仲間を思いやり、
自然と共存すること」を大切に、経験豊富なベテラン社員が20代の社員たちに仕事のやり方を継承しながら、
確かな技術力で業務にあたっています。間伐作業が終わった時の山林全体に日が射して山全体が生き返ったような感動や、主伐した丸太を丁

要。一人前になるまでにはミスがつきものですが、失

寧に造材できた時の達成感はこの仕事ならでは!! 厳しい状況の中ですが、売上1.5倍増を目標に努力を続けていきます。

敗を重ねながらもやればやっただけ特殊な技術が身
体を動かし、山を作ることに携われるのも林業なら

13時〜16時半
17時半

年間スケジュール（例）

に付く、やりがいのある仕事です。
また、自然の中で

40%
森林
作業道開設
30%

担当者からのメッセージ
林業の仕事は正確な判断力と技術力が何よりも重

作業

ではの良さ。前向きに、
自分なりに考えながら作業を
進められる人をお待ちしています!!

帰宅

1月 民有林間伐、主伐
2月 民有林間伐、
しいたけ原木
3月 しいたけ原木
4〜7月 県有林間伐

採用情報

8月 県有林間伐、主伐
9月 県有林・民有林間伐、主伐

採用職種

現場技術者

勤務地

福井県全域

採用人数

2名

勤務曜日・時間

月〜土曜

8:00〜17:00

雇用形態

正社員

資格・経験

普通自動車運転免許（AT限定不可）

仕事内容

森林の伐採・間伐・下刈り・枝打ち等、

10月 民有林間伐、主伐
11・12月 主伐

1日の仕事の流れ（例）
7時20分〜
〜8時半
8時45分〜12時
12時〜13時10分

出社、現場へ移動
現場到着
作業
昼食・休憩

13時10分〜16時50分

作業

17時半

帰社

17時50分

退社

勤務情報

※車両系（整地）、大型免許あればなおよい。

森林整備に関する作業全般。

休日・休暇

日曜、祝日、年末年始、お盆

待遇

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金共済

重機を使っての作業。
トラックでの運搬作業。

給与

・給与形態／月給制

通勤手当についてはガソリン代負担分を支給

職種

現場技術者

勤務曜日・時間

月〜土曜

7:30〜17:30

仕事内容

立木の伐採、特殊伐採、作業道開設、間伐、
しいたけ原木

資格・経験

普通自動車運転免許

給与形態

日給月給

休日・休暇

日曜、GW、お盆、年末年始

勤務地

福井県全域

待遇

・その他／ガソリン代実費支給（上限なし）、
マイカー使用時は別途一日500円支給。試用期間3ヵ月有
※月収例／23万2,000円〜32万4,800円
（月平均23.1日）

20

採用担当

竹内（090-5177-4939）
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金、
有給制度
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林業事業体紹介

⓰ ホクエーメンテナンス 有限会社
南条郡南越前町宇津尾36-1

会社概要

TEL 0778-45-1571

⓱ 株式会社 丸勝木材

FAX 0778-45-0230

丹生郡越前町萩野125

■代表者／野﨑 良浩

■事業内容／林業全般、造園、建設業

■設立年／平成4年

■売上高／1億8,000万円

■従業員数／9名

■平均年齢／44歳

■主な業務エリア／福井県内

会社概要

FAX 0778-36-1514

■事業内容／総合木材伐採

■設立年／昭和56年

■売上高／2億円

■平均年齢／37歳

■主な業務エリア／福井県全域、県外

〈みどりの環境創造企業〉林業のことならお任せください
「緑の環境を創造する企業」を

TEL 0778-36-1514

■代表者／佐々木 勝也

■従業員数／4名

生産量向上に努め地域社会に貢献する
特殊伐採や架線集材など、林

めざし、お客様からのニーズに

業全般に携わっています。様々

応えられるよう、オールマイティ

な重機も完備し、
どんな現場で

に対 応できる技 術力と機 械力

も即対応可能。社寺の大径木

を揃えています。近年は労働条

や危険木など難しい依頼も多

件の改善にも積極的に取り組

く、卓越した技と豊富な経験で

み、年間の休日日数は125日。

確実に対応しています。当社が

OFF JTなども積極的に取り入

仕 事をする上で最も大 切にし

れながら、社員のスキルアップ

ていることは、効率を重視する

と組織の充実を図っています。

こと。集中力と判 断 力を磨き、

社員の構 成も2 0 代〜6 0 代と

お客 様に喜んでいただける技

幅広く、
コンパクトにまとまりが

術力と素材生産量の向上をめ

あるのも強みの一つです。

ざして、社員一同努力を重ねて
います。

年間スケジュール（例）
1・2月
3月

1日の仕事の流れ（例）

間伐
年度末対応

年間スケジュール（例）

担当者からのメッセージ

7時半〜 出社、現場へ

当社では働きやすい職場づくりにも力を入れてお

8時半〜12時 作業（途中適宜休憩）

り、土日、祝日、夏季、年末年始など休日もしっかり

1〜3月 県外での間伐、皆伐
4月 個人邸の立木伐採工事、河川立木伐採集積工事

1日の仕事の流れ（例）
〜7時

土場集合、移動

閑散期

6〜8月

除草工等

9〜12月

伐採工事

12時〜13時 昼休憩

かり出る会 社です! !

13時〜16時半 作業（途中適宜休憩）

もちろん作 業 服や着 用物 、

チェーンソー、刈払い機等作業用具は一式貸与。や
る気のある方、前向きな方、現場を任されて作業指
示ができる方をお待ちしています。

16時半〜 撤収、帰社

5月 河川立木伐採集積工事、県有林での間伐

作業

12時〜13時

休憩

事が好きで、体力に自信がある人なら大歓

13時〜17時

作業終了

て覚えながら、広い視野と高い目標をもっ

採用情報

精鋭の職人集団です。山が好きで、山の仕
迎!!

6〜9月 県有林での間伐
10・11月 県外での大径木伐採工事、皆伐

17時〜

12月 個人邸の立木伐採工事他

17時半 終礼、退社

値を求めて、全国からオファーが来る少数

8時〜12時

確保。賞与も昨年実績で年3回と、ボーナスもしっ
4・5月

担当者からのメッセージ
この道 3 5 年の社 長が持つ技 術力と経 験

18時

残業の場合有
帰宅

未経験の方も先輩たちの仕事を見

て総 合 的 能力を身につけてほしいと考え
ています。スキルアップを重ねてプロの職
人をめざしましょう！

採用情報

採用職種

現場技術者、管理技術者

勤務地

福井県ほか

採用職種

現場技術者（伐採）

勤務曜日・時間

週6日 8:00〜17:00（残業有）

採用人数

若干名

勤務曜日・時間

月〜金曜

採用人数

若干名

資格・経験

車両系木材伐出機械の運転資格、

雇用形態

正社員

資格・経験

なし

雇用形態

正社員

休日・休暇

土・日曜、祝日、年末年始等（年間休日125日）

仕事内容

手元・雑用から、伐採、重機オペレーター

待遇

社会保険、生涯保険等数種上乗せ保険、

7：30〜17：30（昼休み及び休憩時間含む）

伐木等の業務に係る特別教育、大型自動車運転免許

仕事内容

給与

休日・休暇

現場作業、調査業務及び営業、内業

・給与形態／月給制

給与

道具や資材については会社所有物を使用
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採用担当

野崎（0778-45-1571）

法定福利厚生、残業手当、通勤手当、特別手当、
研修旅行、退職金共済（林退共）

・給与形態／日給月給
・その他／基本給＋固定手当＋変動手当、賞与年2回

・その他／賞与年2回（昨年度実績3回）
※月収例／基本給+通勤手当+諸手当

待遇

日曜（連休・有給休暇有）

勤務地

採用担当

佐々木（090-7089-5339）

越前町、南越前町
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林業事業体紹介

⓲ 株式会社 木もくレンジャーズ
会社概要

⓳ れいなん森林組合

今立郡池田町小畑3-1

TEL 0778-44-6008

FAX 0776-31-5180

■代表者／長谷川 浩

■事業内容／林業全般

■設立／平成20年

■従業員数／5名

■平均年齢／45歳

■主な業務エリア／池田町

■売上高／1億円以上

会社概要

小浜市神宮寺5-30

TEL 0770-56-5600

FAX 0770-56-5605

■代表者／田中 昌文

■事業内容／森林整備

■設立年／平成21年

■従業員数／66名

■平均年齢／49歳

林業で田舎暮らしはますます楽しくなる

HP https://reinan-jforest.com/
■売上高／6億5,200万円

■主な業務エリア／敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町

森を活かして地域・未来を拓く

森 林 割 合 9 2％、古くから林 業

当組合は嶺南地域一円を事業

が盛んで銘 木の産 地としても

エリアとし、現場技術者を含め

知られる 池 田 町 で 林 業 に 携

た70名のスタッフや外部の事

わっています。伐採や作業道開

業 体などの支 援をいただきな

設などの業務はもちろん、池田

がら、幅広い業務に対応してい

町が進める「 木 望の森 1 0 0 年

ます。民有林8万ha（内3万ha

プロジェクト」にも積極的に協

が人工林）
という業務エリアの

力し、林業の大切さを伝える活

広さと、機 動 性 のある業 務 展

動や後継者育成にも力を入れ

開が強み。地域の森林整備や

ています。県外出身者も積極的

経営のエキスパートとして、地

に受け入れ 、将 来 的には独 立

域 貢 献にもつながるやりがい

して活 躍できるよう、一 人ひと

を感じながら、常に資質と技術

りのスキルアップにも取り組ん

の向上をめざしています。

でいます。

1日の仕事の流れ（例）

年間スケジュール（例）

〜8時

1・2月 主伐、間伐、
作業道整備、
搬出、雪かき

8時〜12時

3・4月 主伐、間伐、
作業道整備、
搬出
5・6月 主伐、間伐、作業道整備、搬出、公共工事 支障木伐採

林業は自然の中で頭と体を使って、健

作業（各自30分程度休憩）

康的に働ける素晴らしい職業です。当
社は「 林 業をしてみたい」
「 池田に住

12時〜13時

昼食、休憩

みたい」という方の窓口として、林 業

13時〜17時

作業（各自30分程度休憩）

れも大歓迎!! 林業技術の習得と共に

未 経 験の方や県 外出身者の受け入
7〜9月 主伐、
間伐、
作業道整備、
搬出
10・11月 主伐、間伐、作業道整備、搬出、公共工事 支障木伐採

17時

撤収、帰宅

事業内容

担当者からのメッセージ

現場到着

田 舎 暮らしに 必 要 な 技 術も身に 付

1日の仕事の流れ（例）

木材
森林整備 加工・製材
（保育施業）
5%
10%

8時
8時半〜12時

請負工事
（伐採や草刈り）

15%
森林
作業道開設
15%

12時〜13時

森林整備
（利用間伐）

55%

13時〜16時半

16時半

き、将来的には独立も可能です。ぜひ
池田で林業をしてみませんか？ご連絡

12月 主伐、間伐、
作業道整備、
搬出

17時

お待ちしています!!

採用職種

現場技術者

雇用形態

正社員、契約社員、業務委託

仕事内容

木材の伐採、搬出、造林、支障木処理など

し、残業もないので、家族との時間や
趣味の時間を大切にしたい人にもお
ススメ。未経験でも丁寧な教育体制

昼食

により、確 実に林 業の知 識と技 術が

作業
（伐採〜造材〜集材に係る作業に従事）
片付け現場離脱

身に付きます。また若 手 事 務 系 職員
全員で「森林施業プランナー」の取得
をめざすなど、資 格 取 得に関するサ
ポートも充実。地域貢献にもつながる

帰社、退社

やりがいのある仕事です!!

現場技術者（伐採・造材・集材）

勤務地

敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町

8:00〜17:00（残業なし）

採用人数

若干名

勤務曜日・時間

月〜金曜

資格・経験

普通自動車運転免許必須、林業経験者優遇

雇用形態

正社員（フルタイム）

資格・経験

普通自動車運転免許必須（AT限定不可）※中型自動車免許

休日・休暇

隔週土曜、
日曜、有給、GW、夏季、年末年始休暇等

仕事内容

山林において、間伐、皆伐等の立木伐採・造材・集材・

月〜金・土曜（隔週週休2日制）、

林業就業に最低限必要な各種機械操作の資格取得に
ついて支援制度有

休日・休暇
待遇

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、傷害保険、
通勤手当、退職金共済（林退共）

※月収例／27万円〜40万円（昇給、昇格あり）

給与

長谷川・小林（0778-44-6008）

土・日曜、その他（組合長が認める日） 週休2日制

・給与形態／日給月給+出来給
・日給単価／12,000円〜18,000円

待遇

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、
退職金共済（林退共）

・その他／賃貸住宅手当
採用担当

池田町を中心に福井県全域

8時間/日

運搬、作業道の開設等

・その他／保護具、チェーンソー、交通費支給
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準備移動等後、作業
（伐採〜造材〜集材に係る作業に従事）

採用職種
勤務曜日・時間

・給与形態／日給制、月給制、請負
・日給単価／12,000円〜20,000円（※技術に応じて）

勤務地

当組合では土・日の週休2日制を採用

採用情報

採用情報

給与

担当者からのメッセージ

出社、現場移動

※月収例 月平均労働日数21日の場合25万2,000円〜
採用担当

総務課（0770-56-5600）
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林業事業体紹介

池田町森林組合

⓴ 武生森林組合
越前市高瀬1-14-23

会社概要

ＴＥＬ 0778-23-0686

■代表者／杉本 次太

FAX 0778-23-0641

■事業内容／林業全般

■従業員数／6名（アルバイト等数名） ■平均年齢／44歳

■設立年／昭和36年

■売上高／1億1,800万円

会社概要

■主な業務エリア／越前市（旧武生市）

現在採用予定はありません

今立郡池田町寺島33-4-1

TEL 0778-44-6266

■代表者／豊田 修二

■事業内容／森林整備、林業複合サービス

FAX 0778-44-6265
■設立年／昭和41年

■売上高／2億8,000万円

■従業員数／20名

■主な業務エリア／池田町

■平均年齢／45歳

採用情報
採用職種

現場技術者、管理技術者

勤務地

武生森林組合：越前市高瀬1-14-23

採用人数

1名

勤務曜日・時間

月〜金曜

雇用形態

正社員

資格・経験

土木関係資格

8：30〜17：00

南越森林組合
越前市粟田部町11-17

会社概要
仕事内容

現場管理、測量、森林整備作業

休日・休暇

給与

・給与形態／月給制

待遇

土・日曜、祝日
（その他、年末年始等あり）

採用担当

■設立年／平成8年

■売上高／1億6,600万円

■従業員数／8名

■主な業務エリア／鯖江市、越前市（旧今立町）

杉本 次太（0778-23-0686）

⓴〜

丹生郡森林組合
丹生郡越前町織田108-34-1

FAX 0778-43-1109

■事業内容／森林整備、土木、造園
■平均年齢／53歳

超過勤務手当、賞与（年2回）

+通勤手当6,000円

会社概要

ＴＥＬ 0778-43-1110

■代表者／関 孝治

基本給に加え、職務手当、通勤手当、住居手当、

※月収例／ 基本給20万円+職務手当1万7,000円

計22万3,000円

現在採用予定はありません

の4組合は令和3年度合併予定

林業豆知識
ＴＥＬ 0778-36-0014

山で働く林 業 機 械 図 鑑

FAX 0778-36-0219

■代表者／江ノ畑 一郎

■事業内容／林業全般

■設立年／昭和49年

■従業員数／17名

■平均年齢／52歳

■主な業務エリア／越前町、福井市（旧清水町、旧越廼村）

■売上高／2億1,300万円

林業というと斧で木を伐る「木こり」のイメージがあるかもしれませんが、
機械化が進み様々な林業専門の機械が活躍しています。

採用情報
採用職種

①現場技術者

採用人数

①2名

雇用形態

仕事内容

②管理技術者

②1名

勤務地

丹生郡森林組合本所：越前町織田108-34-1

勤務曜日・時間

①月〜土曜

8：00〜17：00

②月〜金曜

8：30〜17：30

①木の伐採（間伐等）及び草刈り

資格・経験

普通自動車運転免許

休日・休暇

①日曜、祝日、夏季休暇、年末年始他

グラップル

・給与形態／①日給月給

②月給制

伐倒した木の枝払いや造材を自
動で行います。

トラックが通れないような道で丸
太を荷台に載せて運びます。

重機の先が爪のような形状になっ
ており丸太を掴んで動かします。

②土・日曜、祝日、夏季休暇、年末年始

待遇

・日給単価／ ①9,000円〜（基本給のみ）

労災保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、
退職金制度あり

※月収例／ ①19万円〜25万円（手当含む）
②16万円〜（経験等による）
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フォワーダ

正社員

②事務及び現場管理、営業

給与

プロセッサ

採用担当

参事：中西一夫（0778-36-0014）
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林業事業体紹介

九頭竜森林組合
大野市吉6-7

会社概要

林業を始める皆様を
全力でサポートします！

現在採用予定はありません

ＴＥＬ 0779-65-0005

FAX 0779-65-0002

■代表者／馬場 功

■事業内容／森林整備、製材、チップ製造

■設立年／平成17年

■売上高／9億2,900万円

■従業員数／96名

■主な業務エリア／大野市、勝山市

■平均年齢／46歳

福井県では、新たに林業で働く意欲のある方を様々な形で支援しています。

森林の仕事ガイダンス

林業体験会
U・Iターン者などを対象に林業体験や
林業の作業現場などの見学を実施し
ます。
（1〜2日間程度）

森林・林業に関心を持つ方や就業を
考えている方を対象に説明会、相談会

南条郡森林組合

林業就業支援講習

を実施します。

林業就業希望者を対象に林業体験や
職場見学を20日間程度で実施します。
講習内容例

スケジュール例

南条郡南越前町今庄2-18-1

会社概要

■代表者／谷﨑 信雄

ＴＥＬ 0778-45-0367

■従業員数／19名

2種類のガイダンス

FAX 0778-45-1125

■事業内容／森林整備・管理
■平均年齢／45歳

■設立年／平成16年

都市圏で開催

■主な業務エリア／南越前町

ＪＲ福井駅集合

●

安全衛生講習

●

刈払機取扱作業者安全衛生教育

11：30〜13：00 昼食・研修生との意見交換会

●

チェーンソー作業従事者特別教育

勤務曜日・時間

●

小型車両系建設機械（3t未満）
特別教育（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

●

林業作業の実地講習

●

林業関係施設等の見学

●

職業相談・生活相談

13：00〜15：00 林業機械の操作体験
高性能林業機械を使用した
間伐作業現場見学
15：00〜16：30 ＪＲ福井駅解散

現場技術者

林業就業に係る基本的な知識の講習

10：00〜11：30 移動車中でオリエンテーション

各都道府県がブースを設ける
全国規模の相談会

採用情報
採用職種

10：00〜

■売上高／2億5,200万円

●

県内開催

年間勤務表による

県外からの参加者には交通費と
宿泊費の半額（宿泊費は上限2,500円）
を助成します。

県内事業体が集まる相談会
採用人数

2名

資格・経験

普通自動車運転免許（AT限定不可）経験あれば尚可

雇用形態

正社員

休日・休暇

土（月2回程度）
・日曜、祝日
（お盆、年末年始）

仕事内容

森林整備作業等

待遇

各種保険等加入、通勤手当支給あり

等

受講は原則無料。宿泊費に
助成がでる場合もございます。

「緑の雇用」事業
段階的な研修を通じて、未経験の方でも着実に知識や技能を身に付けることができます。

給与

※月収例

勤務地

月額平均

21万5,000円〜26万4,000円

採用担当

総務課（0778-45-0367）

就業前

トライアル雇用

1〜3年目

5年以上

10年以上

就業の相談

3か月の短期就業

林業作業士研修

現場管理責任者研修

統括現場管理責任者研修

（フォレストワーカー）

（フォレストリーダー）

（フォレストマネージャー）

一人前の
現場技能者を育成

各現場を管理する
作業班長などを育成

複数の現場の
統括管理者を育成

就業体験・
ガイダンスを経て
林業に就業

南越前町

「緑の雇用」新規就業者育成推進事業

現場技能者キャリアアップ対策

● 本ガイドブックの採用情報は、
令和2年12月1日現在のものです。

「ふくい林業カレッジ」
または「緑の雇用」事業の研修を受ける県外出身者に

林業担い手確保・定着事業
林業豆知識

（Ｉターン・福井県嶺南地域在住者向けの給付金）

林業でのお仕事

対し月額5万円を2年間支給します。
また、福井県嶺南地域在住者で「ふくい林
業カレッジ」の研修を受ける方も研修期間に限り対象となります。
※対象期間や給付内容など詳しくはお問い合わせください。

「林業」には様々な職種があります。あなたに合ったお仕事を見つけてください！
現場技術者

管理技術者

事務職員

新たに林業に就業する方や、新たに林業技術者の雇用を考えている
「認定事業主」に就

森 林 整 備や 重 機

施 工 管 理や 森 林

林業事業体の総

を運転しての素材

の調査、森林所有

務 や 経 理 などを

生産などの様々な

者の方から同意を

行う職員

施業を森林をはじ

得 て森 林 整 備 を

めとする現場で行

行う現場を確保す

う職員

る職員

※採用職種は、それぞれの林業事業体で名称や仕事内容が異なる場合がありますが、本ガイドブックの中では、大きく
『現場技術者』、
『管理技術者』、
『事務職員』
という標記に統一してます。

林業就業促進資金

業準備や就業研修に必要な資金を無利子でお貸しします。
※貸付対象や限度額など詳しくはお問い合わせください。

林業就業に関するホームページ
林業就業支援ナビ
（全国林業労働力確保支援センター協議会）

http://www.nw-mori.or.jp/
28

福井県林業従事者確保育成基金

http://www.ffsc.jp/
29

ふくい林業カレッジ
ふくい林業カレッジとは…
福井県内の林業事業体（森林組合や林業関係の会社など）への
就業を目指す方が、林業に関する知識や技術を学ぶ研修機関で
す。研修生は、林業を行うための基礎的な知識や技術を習得し、

講義カリキュラム

必要な資格を取得できます。

林業に関する基礎知識や林業機械の安全な操作方法

講 義

選べる！ 2 つ のコース！
短期コース
●研修期間…3.5か月間（4月〜7月）

●定員…4名（短期コースは早期に就業したい方が対象）

区 分
講 義

●

林業の歴史、県の林業施策

●

森林の生態、機能

●

測量、伐倒、造材方法

●

木材加工、木質バイオマス

●

労働安全

●

高性能林業機械の基本操作

ドローンやＩＣＴ技術の利活用

林業を行うための基礎知識、安全対策等を習得するための座学研修や、

資 格

伐倒技術、林業機械の安全な操作方法などを習得する現地研修を実施

実 習

林業の就業に必要な最低限の各種機械操作の資格を取得

（約150時間）

など

●

研修内容

（約250時間）

短期：約250時間／長期：約400時間

●

（チェーンソー、車両系建設機械、玉掛け など 9の資格）

県内の林業事業体でのインターンシップ
長期：約600時間

複数の林業事業体で、職場体験を実施

インターンシップは75日間程度

●

長期コース
●研修期間…1年間（4月〜3月）
区 分

●定員…8名
研修内容

講 義

林業や木材等、森林に関する幅広い基礎知識や安全対策等を習得するための

（約400時間）
資 格

座学研修や、伐倒技術、林業機械の安全な操作方法などを習得する現地研修を実施

実習
（約600時間）

短期：約150時間／長期：約200時間

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育作業

●

伐木等の業務に係る特別教育

●

車両系建設機械運転技能講習

●

玉掛け技能講習

●

小型移動式クレーン運転技能講習

林業事業体へのインターンシップを通して、現場でプロから指導を受けながら、

●

走行集材機械の運転の業務に係る特別教育

就業に必要な測量や伐採・搬出等の技術を習得

●

簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育

●

伐木等機械の運転の業務に係る特別教育 など

（チェーンソー、車両系建設機械、玉掛け、不整地運搬車運転 など 13の資格）

研修日時／午前9時〜午後4時

ご不明な点は下記の問い合わせ先にお気軽にご相談ください。

※原則土・日・祝日を除く。研修内容により変更あり

研修場所／ふくい林業研修センター（福井県総合グリーンセンター（坂井市丸岡町楽間）内）
および県内の林業現場等

30

林業の就業に必要な資格取得に係る講習

●

林業の就業に必要な各種機械操作の資格を取得

（約200時間）

研修費用／無料

資 格

※ただし、研修受講に伴う自己負担があります。
（個人の所有物となるチェーンソー、研修資材、各研修場所までの交通費など）

研修費用

無 料

申し込み先および
お問い合わせ先

ふくい林業カレッジ事務局
〒918-8567 福井市江端町20-1
ＴＥＬ：0776-38-0345 ＦＡＸ：0776-38-0379

インスタグラムで日々の研修状況を配信中です。 インスタグラムで検索！

E-mail：kikin@fukuimorien.jp
ふくい林業カレッジ

検索
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