業務報告書
（平成１８年４月1日から平成１９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従来からの社会保険等の助成事業と併せ、新規事業として新規参入者
の給与安定対策や住宅確保支援を実施した。また、「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。さらに、基金事務局の内部規定等について制定及び改正を行い、内部事務の適
正化に努めた。
２ 庶務事項
日

付

事

項

4月17日 林業就業支援講習（第１回）開講式（熊本市）
4月24日 林業就業支援講習（第１回）開講式（人吉市）
4月25日 認定事業体連絡協議会役員会（熊本市）
4月25日 基金事業説明会(熊本市）
5月16日 基金決算監査（五木村）
5月22日 基金決算監査（阿蘇市）
5月24日 第１回理事会（熊本市）
5月29日 認定事業体連絡協議会通常総会（熊本市）
5月29日 雇用管理者研修会（熊本市）
6月 2日 林業技能作業士養成研修（７２日間）開講式（熊本市）
6月15日 雇用改善アドバイザー全国研修会（千葉県千葉市）～１６日
6月20日 緑の雇用担い手対策事業（集合研修）研修開講
7月11日 公益法人制度改革に伴う特別セミナー(福岡県福岡市）
7月14日 新公益法人会計セミナー(福岡県福岡市）
7月21日 緑の雇用担い手対策事業（講師養成研修）開講
7月25日 全国支援センター協議会総会（東京都）～２６日
9月 8日 林業体験学習会（菊池市）～１０日
10月12日 雇用改善アドバイザー九州沖縄ブロック会議（熊本市）～１３日
10月19日 林業技能作業士養成研修閉講式（熊本市）
10月20日 第５回林業技能競技会（菊池市）
10月27日 くまもと林業担い手の元気づくり大会(熊本市）
11月 2日 全国公益法人協会特別講習会(熊本市）
11月14日 ＴＫＣ全国会公益法人経営特別研究会セミナー(熊本市）
11月24日 緑の雇用担い手対策事業（講師養成研修）閉講
12月 7日 公益法人制度改革に関する説明会(熊本市）
12月13日 緑の雇用担い手対策事業（集合研修）研修開講
－１－

日

付

事

項

1月19日 森林の仕事ガイダンス（福岡県福岡市）～２０日
1月27日 森林の仕事ガイダンス（大阪府大阪市）～２８日
1月30日 林業事業体経営者資質向上研修（熊本市）
1月30日 新規就労者意見交換会（熊本市）
2月13日 職業紹介責任者講習（大阪府大阪市）～１４日
2月19日 雇用情報誌｢熊林｣の発行
2月22日 優良事業体選定表彰【天草地域森林組合受賞】（東京都）
2月23日 森林の仕事ガイダンス（東京都）～２４日
2月27日 先進事例視察研修（鹿児島県、宮崎県）～２８日
3月 1日 緑の雇用担い手対策事業研修閉講式(熊本市）
3月 1日 担い手関係事業説明会（熊本市）
3月 7日 緑の雇用担い手対策事業説明会(東京）～８日
3月26日 第２回理事会（熊本市）

－２－

３ 理事会及び監査
項

目

事

年月日

項

議決事項
平成１７年度事業報告並びに収支決算の承認について
平成１８年度補正予算(案）について

第１回
理事会

財団法人熊本県林業従事者育成基金寄附行為の一部改正について

平成18年5月24日

常勤理事の報酬について
役員の改選について
その他附帯決議
議決事項
平成１９年度事業計画並びに予算（案）について
財団法人熊本県林業従事者育成基金資産運用規程の制定について

第２回
理事会

財団法人熊本県林業従事者育成基金資産運用基準の制定について

平成19年3月26日

財団法人熊本県林業従事者育成基金情報公開要項の制定について
財団法人熊本県林業従事者育成基金個人情報保護方針の制定について
財団法人熊本県林業従事者育成基金個人情報保護規程の制定について
財団法人熊本県林業従事者育成基金職員個人情報保護規程の制定について

財団法人熊本県林業従事者育成基金文書規程の改正について
財団法人熊本県林業従事者育成基金決裁規程の改正について
財団法人熊本県林業従事者育成基金旅費規程の改正について
財団法人熊本県林業従事者育成基金会計規程の改正について
財団法人熊本県林業従事者育成基金就業規定の改正について
財団法人熊本県林業従事者育成基金報酬及び費用弁償規程の制定について

財団法人熊本県林業従事者育成基金業務細則の改正について
常務理事及び外部監事の報酬について
理事長への委任について
報告事項
平成１８年度収支決算見込みについて
新公益法人会計への移行
理事長への委任
平成１７年度事業の監査

平成18年5月16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18年5月22日

第２. 基本財産

基 本 財 産 額

（平成１９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

金

額
2,720,804,000

市町村出捐金

225,693,000

事業体出捐金

231,263,000

Ｈ１８年度末現在
－３－

3,177,760,000

備考

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１８年度基本財産運用実績表のとおり、基本財産３，１７７，７６０千円を国内債券(１０
年利付き国債)、ユーロ債券等により運用した結果、１０１，２４４，０３０円の益金を得た。

(単位：円）

（２） 基金助成事業
事

業

名

備考

対象人員

助成額

退職金共済制度加入促進対策事業

18,111,000

628 人

２２事業体

社会保険加入促進事業

59,454,000

456 人

２３事業体

新規参入者給与安定対策事業

1,230,000

5人

２事業体

新規参入者住宅確保支援事業

360,000

4人

２事業体

多技能従事者育成促進事業

1,400,000

7人

４事業体

小計

80,555,000

1,100 人

林業従事者育成活動推進事業

1,453,540 -

小計

1,453,540 -

合計

82,008,540

永年勤続表彰及び林業技能競技会表彰状・副賞
費用、熊本林業担い手の元気づくり大会負担金

1,100

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、熊本県補助事業、熊本県委託事業、厚生労働省委託事業、全
国森林組合連合会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、林業担い手技能等向上促進事業、熊本県緑の雇用担い手対策事業（講
師養成研修）を実施した。また、新規事業として、林業担い手の活動を県民への理解促進のた
め１０月２７日に「熊本林業担い手の元気づくり大会」を開催した。
（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） 全森連の委託により、林業就業支援事業、緑の雇用担い手対策事業、林業雇用改善促進事業
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

（2） 林業技能作業士等養成事業

（単位：円）
事業費

事

業

内

1,109,631 受入等広報・受入条件整備活動：２９回
就業促進フェア参加：３回

4,865,869 林業技能作業士養成研修 7名（72日間)

（3） 林業事業体支援事業

783,479 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

427,399 新規就労者定着化促進
新規就労者相談：１４回
定着化促進意見交換会：１回

（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

（2） 熊本県緑の雇用担い手対策事業

13,218,622 派遣職員人件費
事務所運営費
事業推進費
20,405,000

1,827,850 くまもと林業担い手の元気づくり大会
林業技能競技会
（負担金含む）
1,512,676 集合研修１０日間
７事業体、研修生９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

3,340,526

小
全森連委託事業
（１） 林業就業支援事業

8,629,000

計

（3） 林業雇用改善促進事業

小

3,356,496 集合研修２８日
研修生：２９名
就業相談会参加
469,704 林業体験学習会

計

委託事業計

合

8,629,000 相談指導：２７３回
雇用管理者研修会：１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：１回
林業雇用改善アドバイザー九州沖縄ブロック連絡会議

3,893,645 研修１８日間
受講生：２２名

（2） 緑の雇用担い手対策事業

計

容

7,719,845
19,689,371

40,094,371

－５－

