業務報告書
（平成１７年４月1日から平成１８年３月３1日まで）
第１ 一般事項
１ 総括
林業従事者育成基金による助成事業と併せ、「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく
林業労働力確保支援センター事業を実施し、林業事業体の雇用管理の改善と経営の合理化を推進
するとともに、新規参入者の体験学習会及び林業技能研修会等の開催、林業技能作業士の養成研
修を実施するなど林業労働力の育成確保に努めた。

２ 庶務事項
日

付

事

項

4月15日 林業就業支援講習（第１回）開講式（熊本市）
4月28日 林業就業支援講習（第１回）開講式（人吉市）
5月11日 認定事業体連絡協議会役員会（熊本市）
5月19日 基金決算監査（五木村）
5月23日 基金決算監査（阿蘇市）
5月31日 第１回理事会（熊本市）
6月2日 認定事業体連絡協議会通常総会（熊本市）
6月2日 雇用管理者研修会（熊本市）
6月3日 林業技能作業士養成研修（７２日間）開講式（熊本市）
6月8日 全国支援センター協議会総会（東京都）～９日
6月16日 雇用改善アドバイザー全国研修会（千葉県）～１７日
6月22日 緑の雇用担い手育成対策事業研修開講式（益城町）
6月27日 新規就労者研修（熊本市）～７月１日
8月26日 第１回林業体験学習会（阿蘇市）～２８日
9月2日 基金見直し検討会（熊本市）
9月4日 全国支援センター会議（東京都）～６日
9月20日 公益法人会計事務研修会（熊本市）
10月6日 雇用改善アドバイザー九州ブロック会議（大分市）～７日
10月14日 認定事業体意見交換会
10月28日 林業技能作業士養成研修閉講式（熊本市）
11月1日 公益法人セミナー（福岡市）
11月8日 第４回熊本県林業技能競技会（玉東町）
11月11日 第２回林業体験学習会（水上村）～１３日
11月15日 林業就業支援講習（第２回）開講式（熊本市）～１２月９日
11月28日 林業技能競技会成績優良事業体表彰
－１－

日

付

事

項

12月9日 林業就業支援講習（第２回）閉講式
12月15日 会計ソフトセミナー（熊本市）
1月17日 基金事業見直し検討会
2月3日 森林の仕事ガイダンス（大阪府大阪市）～５日
2月10日 森林の仕事ガイダンス（福岡県福岡市）～１１日
2月14日 緑の雇用担い手育成対策事業担当者説明会（東京都）～１５日
2月16日 林業事業体経営者資質向上研修（熊本市）
2月16日 新規就労者意見交換会（熊本市）
2月23日 九州沖縄林業労働力支援センターブロック会議（人吉市、水上村）～２４日
2月27日 認定事業体先進地事例研修（宮崎県都城市、小林市）
3月3日 森林の仕事ガイダンス（東京都）～５日
3月7日 緑の雇用担い手育成対策事業・林業就業支援事業打合せ会議（東京都）
3月10日 第３回林業体験学習会（菊池市）～１２日
3月12日 定着化促進意見交換会（玉名市）
3月20日 第２回理事会（熊本市）
3月24日 緑の雇用担い手育成対策事業研修閉講式（熊本市）
１０月、３月 雇用情報誌｢熊林｣の発行

－２－

３ 理事会及び監査
項

目

事

年月日

項

平成１６年度事業報告並びに収支決算の承認について
平成１７年度補正予算(案）について

第１回
理事会

常勤役員の報酬について

平成17年5月31日

理事の補選について
平成１７年度基金助成事業の承認について
平成１７年度収支決算見込みについて

第２回
理事会

基金事業の見直し計画（案）について

平成18年3月20日

業務方法書の一部改正について
平成１８年度事業計画並びに予算（案）について
寄附行為の一部改正について
平成１６年度事業の監査

平成17年5月19日

監

査

西村監事、下城監事、松川監事による監査

及び

指摘事項 なし

平成17年5月23日

第２. 基本財産

基 本 財 産 額

（平成１８年３月３１日現在）
(単位：円）

勘
大科目

定

中科目

科

目
小

科

目

県出捐金
基本財産

出捐金

基本財産

取崩

取崩

額

備考

2,750,000,000 平成元年度から

市町村出捐金

228,115,000 平成９年度まで

事業体出捐金

233,745,000 造成

小
特定預金

金

計

過年度取崩

3,211,860,000
34,100,000 平成１２、１３、
１５年度

小

計

Ｈ１７年度末現在

34,100,000
3,177,760,000

－３－

第３ 事業実施状況
１ 基金事業
（１） 基本財産の運用
別紙、平成１７年度基本財産運用実績表のとおり、３，１７７，７６０千円を定期預金、国内
債券(１０年利付き国債)、ユーロ債券等により運用した結果、８７，０７６，８４３円の益金を得
た。
(単位：円）

（２） 基金助成事業
事

業

名

助成額

事業体
森林組合

退職金共済制度加入促進対策事業

22,074,000 森林組合以
外の事業体
森林組合

社会保険加入促進事業 54,796,000 森林組合以
外の事業体
森林組合
多技能従事者育成促進事 1,800,000 森林組合以
外の事業体
森林組合
計

78,670,000 森林組合以
外の事業体

金額

対象人員

20,412,000

734

1,662,000

36

50,007,000

396

4,789,000

35

1,000,000

5

800,000

4

助成率
50.0%

50.0%

定額

71,419,000
7,251,000

２ 林業労働力確保支援センター事業（補助事業、委託事業）
支援センター関係事業については、熊本県・林野庁補助事業、熊本県委託事業、厚生労働
省委託事業、全森連・県森連委託事業などを実施し、林業事業体における就業条件の整備
及び新規参入者の雇用促進を図った。
（１） 熊本県・林野庁の補助により、豊かな森林づくり人材育成事業を実施した。
（２） 熊本県の委託により、新規就労者定着等促進事業、林業担い手技能等向上促進事業、
熊本県緑の雇用担い手育成対策事業を実施した。
（３） 厚生労働省の委託により、地域林業雇用改善促進事業を実施した。
（４） 全森連・県森連の委託により、雇用対策研修事業、緑の雇用担い手育成対策事業を実
施した。

３ 林業就業促進資金貸付事業
熊本県から借り入れた資金を原資に、就業促進のため無利子の貸付事業に備えたが、実
績はなかった。

－４－

４ 林業労働力確保支援センターの事業別内容等
事

業

名

熊本県・林野庁補助事業
豊かな森林づくり人材育成事業
（1） 担い手確保対策事業

（単位：円）
事業費

事

業

量

1,622,000 新規参入者受入促進活動：４８回
林業体験学習会開催：２回
就業促進フェア参加：３回

（2） 林業技能作業士等養成事業

5,163,000 林業技能作業士養成研修 9名（71日間)
新規就労者研修 15名
高性能林業機械多技能者養成研修

（3） 林業事業体支援事業

1,030,000 林業事業体改善計画指導：１６回

（4） 新規就労者定着等促進事業

（5） 林業労働力確保支援センター活動促進事業

補助事業計
熊本県委託事業
（1） 林業担い手技能等向上促進事業

955,118 新規就労者定着化促進
巡回指導：７回
新規就労者研修会：１回
14,828,882 派遣職員人件費
事務所運営費
事業推進費
23,599,000

786,000 基幹林業作業士等集合研修：１回
林業技能競技会：１回

（2） 熊本県緑の雇用担い手育成対策事業

44,694,667 集合研修２０日間、ＯＪＴ研修１８０日間
９事業体、研修生１５名

小
計
厚生労働省委託事業
（１） 地域林業雇用改善促進事業

45,480,667

小
全森連委託事業
（１） 林業就業支援事業

計

7,955,000 相談指導：３７２回
雇用管理者研修会：１回
林業体験学習会：３回
林業事業体経営者資質向上研修会：１回
先進地事例研修会：１回
新規就労者意見交換会：１回
雇用情報の収集提供：２回
7,955,000
8,126,110 ２回開催
受講生：４７名

（2） 緑の雇用担い手育成対策事業

3,726,760 集合研修２０日
研修生：２５名

（3） 林業雇用改善促進事業

1,390,000 林業体験学習会：３回

（4） 林業労働力支援センターブロック会議

小

計

委託事業計

合

計

172,500 九州・沖縄地区

13,415,370
66,851,037

90,450,037

－ ５ －

