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森林を育て、木材を生産する”林業”の仕事
日が昇るころに現場へ向かい、仲間とともに木々に向き合う。
清 し々く広がる手入れ後の森林に立ち、仕事を終える。
日が沈むころには家族の元へ。
その日の仕事の成果はすぐ実感できるが、その木を使うのは次の世代につながる。
明日の、そして100年先の森林を思う。
あなたも、森づくり・地球環境を守る主役になりませんか。

100年先へ届ける仕事

人と木をつなぐ人to木
Forestry
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〈主な勤め先〉

林業会社等が生産し、運搬・集荷さ
れた木材(丸太)を木材の長さ、太
さ、種類などに分けて、定期的に木
材市を開き、訪れる製材工場などに
販売をします。森林組合等が運営し
ています。

自社の森林や森林所有者から森林の立ち木
を買って伐採し、丸太にして木材市場などに
販売する会社、造林(植林)を専門に行う会
社があります。また、その両方を行う会社もあ
ります。

木材(丸太)を製材加工機械にかけて、柱や板
などの製材品を作り、その製材品を商社や住
宅会社等に販売をします。林業会社が行って
いる仕事も併せて一貫して行っているところも
あります。

森林所有者が出資して作った協同
組合です。組合員の所有している森
林に係る作業を受託して、植林から
伐採までの作業を行っています。組
合によっては木材市場や木材加工
施設の経営も行っています。

森林組合 木材会社

林業会社
原木市場



はじめて林業の現場を見学したとき、大きな木が
人の手で伐り倒される様は圧巻で、現場の方々
が話してくれる「林業」という職業にとても興味を
持ちました。そして「自分もやってみたい！林業に
ついてもっと知りたい！」という思いから林業の道
を選びました。林業は体力が必要です。しかし、そ
れと同じくらい頭を使います。仕事を始めたとき、
そのことに驚かされました。木がどんなふうに立っ
ているか、どの方向に倒したらいいか、またどこに
集材できるか等々考えることがたくさんあります。
さらに頭で理解していても、思うように作業できな
いことが多く、そのことに落ち込む毎日です。それ
でも先輩方が優しく教えてくれるので、徐々にでき
ることが増えて楽しくもあります。ここ数年で高性
能林業機械が普及しています。そのおかげで集
材や造材など現場の作業負担が減ってきていま
す。それでもまだ人力による作業も多く、人手が足
りていません。今、少しでも早く仕事をひとりでで
きるようになって、そんな現場に貢献できることを
目指して頑張っています。

Q&A

自然の中で 働く魅力
西田 穂乃花曽於市森林組合
Honoka Nishida

林業の仕事場においても、機械の導入が進み、
体力の差が問われない作業環境となってきてい
ます。また、林業の仕事といっても幅広い職種が
ありますので、あなたに向く仕事があるかも知れ
ません。

女性でも大丈夫ですか？林業で働く疑問を聞いてみた！

Forestry
workers

大きな木が人の手で
伐り倒される様は圧巻!
もっと知りたい！から
始まった林業への道

支え合い、信頼関係を築いていける仲間とともに
山に生きる、山を生かす、やりがいのある仕事

Q



凡事徹底をモットーに、日々仕事に取り組んでい
ます。安全を主とし、且つ一人一人の意見を尊重
し合えるアットホームな職場づくりに取り組んでい
ます。歴史はそのままに先の未来へと活かされ(過
去からの)自然をつなぎ、技術・技能の向上を図り
たいと思っています。
実務未経験者でも働ける働きやすい環境と、支
え合い信頼関係を築いていける仲間、安全作業
を重視した職場を目指しチカラを入れております。
作業に関しては基礎から学び、その基礎を極め
る。林業は伝統ある手法で自然に触れ現在(い
ま)を壊すことなく自然を守り育てる仕事であり、そ
の為に必要な知識や経験をしっかり習得するこ
とが大切だと考えています。このため、教育する側
も分かりやすく何度でも丁寧な指導に努めており
ます。
私達の職場は、自然の中で仕事が出来る楽しさ
と、山をつくりあげ、それを日本の未来へ届けるや
りがいに満ちた魅力のある職場です。

自然の中で 働く魅力
堂山 力人(有)田中林業
Rikito Doyama

Message

安全・生産性の高い仕事をするため、色々な資
格が必要ですが、初めての方でも、資格を取得し
ながら徐々に技術的なスキルを向上して仕事を
行っていくことになります。研修制度も準備されて
います。

必要な資格はありますか？
福利厚生等については、勤め先により差がありま
す。林業労働力確保支援センターでも無料職業
紹介所を行っていますので、ハローワークと同じ
ように林業関係の会社の情報を知ることができ
ます。

給与、休み、福利厚生などは
どのようになっていますか。
どのようにして調べたらよいですか？

山をつくりあげ、
それを日本の未来へ届ける
やりがいに満ちた
魅力のある職場

Q
Q

先輩からのメッセージ



職種紹介
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〈林業に関わる職種紹介〉

苗木を植え、その後、主伐するまでの仕事です。植林し5年～10年
後、成長を邪魔する雑草を刈り払い機で刈り取る「下刈り」、その後、
チェーンソーで成長を邪魔する木や曲がった木を伐る「除伐」、20～
30年後に成長の悪い木や利用できる木を間引きする「間伐」など、木
を植え、育て、豊かな森を管理・育てる仕事です。

苗木を植える、植えた木を育て管理する

現在、戦後植林されたスギやヒノキなどが大きくなり、伐採の時期を迎えて
いますが、立ち木の伐採には、まだ大半がチェーンソーを使っています。切
り倒された木は、高性能林業機械といわれるスイングヤーダ、プロセッサ、
フォワーダなどの重機を使って、木材を集め、丸太にしてトラックの来る林
道などの土場まで運搬をする仕事です。

チェーンソーで木を伐る・重機を操る

事業の対象となる施業地の範囲や境界の調査、作業道等の道づくり
の設計のための調査・測量や森林所有者からの施業の相談対応、
森林施業計画等の作成、現場管理などを行う仕事です。

森林の調査・測量、森林施業プランナー

木材市場に出荷された木材を木の種類、大きさ、長さに分類し販売
する単位に区分して販売する量を確定、そして木材市で製材工場な
どへ販売する仕事です。

木材を集荷・販売する

自社の森林から生産した丸太や木材市場等から購入した木材(丸
太)を製材品や木工品等に加工する仕事です。

木材を加工・販売する

その他、県や市町村の森林・林業の行政を担う仕事もあります。



鹿児島県林業労働力確保支援
センターでは、林業に関する無料
職業紹介を行っています。求人は
鹿児島県の林業事業体等のもの
に限られますが、求職は県内の
林業に従事したいという方であ
れば、県外在住者でも受け付け
ています。
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情報収集と
研修・就業の
相談

就業相談会
ガイダンス
就業支援ナビ
インターンシップ

等

体験活動 就職活動 就職 就職後の
研修林業就業の基礎的

知識，実地講習など
の講習会
鹿児島きこり塾

14日間コース・5日間コース

林業就業支援講習
10～20日間コース
4～5日間コース

森林ボランティア活動
アルバイトの経験 等

ハローワーク

都道府県の
林業労働力
確保支援
センター

森林組合

民間の
林業会社

「緑の雇用」
新規就業者
育成推進事業
(林野庁)

地
域
に
定
着
し
て
林
業
に
従
事

林
業
就
業
希
望
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鹿児島県の森林・林業情報発信サイト　https://k-kikori.jp/

Step
1

林業就業希望者の流れ

鹿児島県の林業事業体の数　

※令和3年６月現在

鹿児島県には、事業主が雇用の改善と事業の合理化を一体
的にはかるための計画を作成し、県知事の認定を受けた林
業事業体が約９0社あります。

森林組合
　　15

その他
（一般企業）
　　78

就業支援について
林業の無料職業紹介所　

林業への就業や技術の習得を
希望する林科系高等学校の生徒
を対象に、就業に必要な知識習
得や林業作業の体験等を通じ
て、林業への円滑な新規就業を
支援しています。その他「鹿児島
きこり塾」やインターンシップ等を
開催しています。　

林業就業支援の講習等

鹿児島県の林業に関わる求人状況もHPでご覧いただけます。

SupportForestry
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新規就業希望者が
参加できる研修
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〒899-5302 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳182-1  

 

問合せ先　
TEL 0995-54-3131

TEL 0995-52-8360
FAX0995-52-1022

鹿児島県林業労働力確保支援センター
E-mail　kringyoc@gaea.ocn.ne.jp

研　修　名 研修対象者 研修日数 技能講習等の種類主な研修内容

林科系高校生
林業への就業
希望者

林業への就業
希望者

林科系高校生

森林ボランティア
活動参加希望者

林科系高校生

一般

14日間

9日間

4日間

2日間

5日間

3日間

伐木等業務（チェーンソー）
刈払機取扱作業者
伐木等機械運転
走行集材機械運転

車両系建設機械運転
小型移動式クレーン

伐木等業務（チェーンソー）
刈払機取扱作業者

伐木等業務（チェーンソー）

安全衛生教育等

伐採、搬出作業等補助、
造林作業体験（植付等）

チェーンソー作業体験、
高性能林業機械による
作業体験

技能講習

森林・林業等の講義、
安全衛生教育等、
現場見学、就業体験、
就業相談

若手林業就業者によ
る講演、チェーンソー
技術競技、高性能林
業機械技術競技、林
業技術模範演技

インターンシップ

高校生の地元
定着促進

森林ボランティア
技術研修

技能講習・
特別教育等

鹿児島きこり塾

その他、下記の機関が厚生労働省の林業就業支援講習を実施しています。
           株式会社エヌアイエスプラス : https://kikori-wk.jp/

●管理部・研修部

●担い手対策部


