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背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 機械や装備への投資による安全対策だけではなく、技術力向上のための目に見えな
い作業をより重視し、職員が高いモチベーションを維持できるよう取組を継続。

取組の概要

◼ 5年の無災害記録を達成、 H30年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰を受賞。
◼ 組織改革により職員の技術力向上に対する意識が醸成され、労働災害抑制、作業
効率の向上、ひいては経営改善に繋がった。

◼ H17合併時、経営が悪化傾向にあり、経営改善のため作業効率を向上させる必要
があった。また同時期、労働局から「安全管理特別指導事業場」の指定を受けた。

H17 4森林組合の合併に伴う人員配置の見直し、
労働安全コンサルタントによる安全衛生教育
及び安全ルール作り（1年間）

H21  組織改革（役員報酬削減、能力給の導入、
技術力向上への取組・安全対策の見直し

研修の様子等

吾妻森林組合
作業方法の徹底・技術力向上による高い作業効率と安全対策の実現

◀独自に作成した内部研修
資料: 丸ヤスリによる目立て方法

◀技術力向上研修会: 
チェーンソーの点検・修理方法

林業
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✓ 作業方法の統一
✓ 技能講習と能力給の導入

取組のキーワード

取組年表

<組合内作業方法の統一（標準化）>
◼ 作業者ごとにバラバラの仕事をすると効率が悪い上だけではなく、お互いの危険予知
判断に齟齬が生じ、事故発生リスクが高まるため、作業方法の統一を図った。

◼ H17年度に労働安全コンサルタントに作業手順書の基本形を依頼し、作成。
◼ また伐採から再造林までの一連の作業について、ベテラン職員が現場で実践してきた
ノウハウをもとに組合内にルールを徹底。

◼ 特に刃の目立てルールの徹底は安全対策への効果が大きい。刃の切れ味が悪いと、
刈払機では作業負荷が増え、チェーンソーでは伐倒方向の正確性に影響を及ぼす。

<技術力向上研修会の実施と能力給の導入>
◼ 更なる作業効率向上のため、H21より技術力向上研修会を開始。目立て、伐木、
造材、作業道作設等、毎年テーマを設定して実施。

◼ 同時に、H21より能力給を導入。職員の技術習得に対するモチベーションがアップし、
研修成果として現れた。

◼ 内部研修以外に月に1度の現場パトロールにより、日頃から職員ひとりひとりの技能
習熟度を確認している。

◼ 経営者・事務所・現場が一体となって取り組むことで、職員の技術力向上、労働
災害抑制、作業効率向上、経営改善、昇給によるモチベーションアップのすべてに
対して合理的に働く仕組みを構築。

物物人人

環境 管理

対策
分野
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<安全面と作業効率の両立を前提とした自伐林家向け技術研修の実施>
◼ 自伐型林業に興味がある県内在住者がチェーンソーによる伐木・造材や作業道
作設などの基礎知識が習得できる、延べ22日間の自伐林家育成研修を実施。

◼ R2は定員10名に対して30名以上の応募（24～68歳まで、うち2割が女性）。
◼ 研修は、チェーンソーによる重大事故を絶対に起こさないようにするため基礎トレー
ニングを徹底。修了者からは充実した講師陣とマンツーマンに近い指導スタイルが好
評。

◼ 2日連続の講座では、宿泊を奨励しており、寝食を共にした研修生同士の仲間
意識が醸成される契機となっている。

<自立に向けた継続的なフォローアップ研修等>
◼ 上記研修修了後も、自立のための技術や安全意識の更なる向上のため、フォロー
アップ研修を実施。

◼ 県と県内の篤林家の有志で「ふくおか自伐型林業経営研究会」を立ち上げ、安全で
効率的な自伐型林業のノウハウが学べる「自伐型林業の手引き」を作成し、既存
の自伐林家に配布（自伐林家育成研修のテキストとしても使用）。

背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 自伐林家育成研修修了者やフォローアップ研修参加者たちが、事故なく自立した
経営を実践し、ひいては県内林業振興及び森林の公益的機能維持に寄与すること
が期待される。

取組の概要

◼ H30～R1で17人の自伐林家を育成。（R2も10名の自伐林家を育成中）
◼ 研修修了者同士がSNS等で情報交換や近況報告を行うなど、新規自伐林家に
よる新たなネットワークが構築されている（緊急時の連絡網も兼ねている）。

◼ 既存の自伐林家も、作業効率や安全に対する意識が向上。

◼ 県では森林の荒廃の未然防止のため、地域の森林・林業を支える主体の一つとして
注目されている自伐林家の力を活用するべく、平成30年度から森林環境税を活用
して自伐林家の育成を開始。

H30 自伐林家育成研修を開始
H31  ふくおか自伐型林業経営研究会を設置
R1 自伐型林業の手引きを配布

フォローアップ研修の開始

研修の様子等

福岡県
安全で意識の高い自伐林家の育成

▲自伐型林業の手引き▲伐木・造材の現地研修

林業

2

✓ 安全面と作業効率の両立
✓ 自立に向けた継続的な
フォローアップ

✓ 自伐林家同士の仲間意識
の醸成

取組のキーワード

取組年表
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有限会社 平子商店
継続的な安全対策の見直しと実行

背景

取組
内容

成果

◼ 「危険0により、事故0」を目指し、これまでの取組が形式化しないよう継続的に
安全対策を見直しつつ、決められたことを遵守。

今後の
展開

取組の概要

◼ 過去3年間無災害を継続。

◼ 10年以上前より、日常的なKYミーティング、リスクアセスメント、5s活動、機械
器具の点検、緊急連絡体制の整備等の安全衛生教育を徹底。

◼ 「伐木等作業の安全に関するガイドライン」（厚労省）改正以前より「労働災害が
発生した場合の応急の措置」及び「傷病者の搬送の方法」を作業現場に掲示。

H29 林業事業体安全診断の実施
チェーンソーブーツ、空調服の導入

R1  「伐木等作業の安全に関するガイドライン」の
改正に対応

作業計画書の掲示

▲チェーンソー作業・機械作業に関する
作業計画の統合様式

※「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」では
”伐木等作業に加え、車両系木材伐出機械その他の作業を行うため
に定める作業計画と合わせて、一の様式とすることも可能である”とある

<林業事業体安全診断の実施>
◼ 労働安全コンサルタントによる林業事業体安全診断を実施。安全に対する取組の
現状と問題点を洗い出し。林業においてマニュアル化が難しい作業手順書の作成に
ついては指差呼称を徹底する等、指摘事項に対する実行策を工夫。

<装具の見直しと徹底>
◼ 4年前、チェーンソーによる足部の切創事故が発生したため、チェーンソーブーツを
導入。当初、地下足袋と比べて歩きにくいという認識があったが、慣れると案外に歩き
やすいことが分かり、歩き方の勉強会を実施。ベタ足歩行、ソール山側のエッジを効か
せて歩く等、登山ブーツのような歩き方で馴染むことができた。

◼ 空調服を導入し、造林・伐出のいずれの担当者も全員着用するよう徹底。気候に
由来する作業環境が改善された他、ハチが狂暴になる10-11月には防蜂の役割も
果たしている。

<作業計画書の活用と掲示様式の工夫>
◼ 「伐木等作業の安全に関するガイドライン」の改正に伴い、標準様式に対応した作業
計画書を作成。現場に掲示しやすいよう、様式を工夫。

◼ 作業計画の作成過程で環境情報やその日の体調を先輩後輩で話し合い、コミュ
ニケーションが生まれることを重視。

林業

3

✓ 安全診断の実施
✓ 装具の見直しと徹底
✓ 作業計画書の活用と掲示

取組のキーワード

取組年表

物人 物人

環境 管理

対策
分野
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磐城林業協同組合
複数事業体における安全対策協同化と情報連携

背景

取組
内容

成果

◼ 国有林事業・健全な森づくりを担う組織として、引き続き安全で効率的な作業に努
める。

今後の
展開

取組の概要

◼ H21以降、休業4週間以上の重篤事故は組合内で発生していない。

◼ 福島県浜通りに拠点を置く組合員15社で構成されており、主に国有林の素材生産
・造林事業に従事。

◼ 公共事業に従事するにあたり、H10組合設立時より労働災害防止のため安全委員
会を設置。

組合員数: 15社、160名（役員・一人親方含む）
事業概要: 国有林における素材生産事業及び造林

事業
※林業-3「有限会社 平子商店」は組合員である

組織図

総会

理事会

理事長

伐出安全委員会

造林安全委員会

総務広報委員会

森林ボランティア委員会

事務局

幹事会

• 各安全委員会に委員長1名、副委員長1名
• 各事業の安全対策と各社への事業配分業務
を兼任

<安全委員会による安全パトロールの実施>
◼ 安全委員会の主たる活動が、各事業（素材生産事業・造林事業）における安全
パトロールを主たる活動としている。

◼ 国有林事業のみならず、民有林事業においても同様の観点をもって巡視し、組合員
各社のすべての作業現場における労働災害防止に努める。

<全組合員参加の安全大会開催>
◼ 例年7月に、組合員全員が参加する安全大会を開催。感染症予防のため、R2はオ
ンラインミーティングにて実施。

◼ 組合内の各委員長からの発表に加え、森林管理署長の安全講和、労働基準監督
署からの災害事例紹介、消防署の救命救急講座、警察署の交通安全研修等、地
域の関係者を巻き込んだ取組となっている。

<迅速な情報連携による類似災害の未然防止>
◼ 災害が発生した際は、メールやFAXで内容を組合内員全社に周知。各社の安全会
議・朝礼で類似災害未然防止のための安全対策を講じるように指導。

◼ 適宜、現場に掲示する安全衛生旗・安全標識等を配布し、各社における安全意識
の高揚を図っている。

林業
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✓ 安全パトロールの協同実施
✓ 安全大会の協同開催
✓ 迅速な情報連携

取組のキーワード

外形情報

物物人人

環境 管理
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分野


