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In our country,the forestry laborers have been decreasing in number and their age
 

has been getting older.If such situations continue,the forestry laborers will cease to
 

exist in the near future.

But recently,there are some cases that a new type of forest laborers newly come
 

into the forestry,though the number of them is small and their labor style is different
 

from the former one.

In this paper,I investigate the conditions of this new type of forest laborers and I
 

get a conclusion that the condition to settle them in forestry are too weak.We should
 

establish some labor conditions such as suitable wages and social insurance to fix new
 

forest laborers to forestry.The new policy of forestry labor exceeding the present one
 

is required to realize that.And urgently we should have a general consensus that
 

forestry laboreres are those who deal with maintaining the earth environment and who
 

keep the forest to get a good environment in our country.

If the proper labor conditions are not established promptly,it will be impossible for
 

the new forestry laborers to work for the forest.

(Jour.Fac.Agric.Shinshu Univ.29:89-103,1992)
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は じ め に

森林は我々に対して多面的な効用をもたらしている。世界的に見て森林の激減，地球環境

1992年9月30日 受付

89



11 N29N2KOI 0002 030919

の悪化の顕在化の中で森林の果たす多面的な機能に関して改めて再認識が行われている。本

年リオデジャネイロで行われた地球環境会議でも真剣な議論が交わされた。

一方わが国においても環境に関する世論が盛り上がりを見せて，一定程度の取組みが行わ

れている。しかし森林を場として成立している林業においては，高度経済成長期以降定着し

た外材支配体制が，近年の国内及び国際的な社会経済環境の中でより一層深化し，わが国で

使用される木材の３／４は諸外国からの輸入材でまかなわれる事態にまでたち至っている。

わが国の木材市場は諸外国の採取林業による木材の輸入価格に規定されて，わが国の育成

林業によって生産される大部分の比 的若齢給の木材が，同一市場で対等に太刀打ちできな

い状況が続いている。しかしわが国で戦後一貫して地道に取り組んできた造林木が利用可能

齢級へ到達しつつある。国際的，国内的状況から見て我が国の森林資源の環境財としてのよ

り一層の充実と共に，木材資源としての生産力化に関する諸施策を早急に講じなければなら

ない時期に到達している。

森林の環境財としての充実のためにも，木材資源の生産力化のためにもその担い手が存在

しなければならない。その担い手は森林組合であり，造林業者であり，素材生産業者であり，

林家である。しかし最低辺でこれらを支えているのは言うまでもなく林業就業者，特に林業

労働者なのである。

図 は農林業センサスで見た林業専業労働者数とその主なる雇われ先を表している。1970

年センサス時点の13.52万人から80年センサスの11.04万人へ，そして90年センサスの7.69万

人へと林業専業労働者は激減していることがわかろう。専業労働者の35％が森林組合，25％

が会社（素材業者，造林業者)，18％が個人（林家）を中心としたその他，17％が国有林で

就労していることがわかる。すなわちわが国林業生産の基本的担い手が，以前の林家から森

林組合，会社等の組織体へと移行するという構造的な変化が進んでいるのである。しかし，

森林組合，会社における実際の労働過程の担い手の労働者の高齢化とリタイヤーが進んでお

り，新規補充は極めて困難であり，これらの担い手も厳しい状況の中にあるのである 。

このような状況の中においても近年一筋の明るい光が見え始めている。それは旧来からの

林業労働者の供給源からとは異なった大都市や地方都市出身者の林業労働者が，新たに林業

図１．林業専業労働者とその主なる雇われ先

注 赤羽武：「国内林業の縮小・停滞の構造」『山林』1991年５月号―69頁
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労働市場に参入し始めている事実である。

本稿ではこのようなタイプの林業労働者を新しいライフスタイルにもとづく林業労働者と

位置付けて彼らの社会経済的性格を把握する。

林業労働者をめぐる全国的状況

図２及び図３からもわかるようにわが国の林業労働者の減少と高齢化傾向は高度経済成長

期以降一貫して続いており，林業労働の担い手問題が避けては通れない問題として取り上げ

られている。

このように林業労働力問題がここまで深刻化するに至った背景を考えてみよう。まず考え

られるのは，昭和36年以降の外材輸入の定着と外材支配体制の確立ということができよう。

また過去から林業労働者の半農的性格すなわち片足を林業労働に置き，もう一方の足を中山

間地農業や畜産，養蚕，その地域独特の特用農林産物等においていたのであるが，それらが

衰退したこと。自給自足的性格の強かった中山間地の生活様式が商品経済を前提とした生活

様式への移行したことに伴う中山間地農業のより一層の衰退。そのことによる林業労働者の

半農的性格の稀薄化と山村に居住する住民の社会経済的地位の都市居住者のそれに対する相

対的に見ての低下傾向。過去に大きな社会問題にまでなったチェーンソー使用に伴う振動障

害患者の大量発生の事実。振動障害問題に対する行政の側，特に国有林の無理解や法廷にま

で解決が持ち込まれた事実。民有林における取組みの遅れと患者の隠蔽とでも言いかねない

取り扱い。自らが患者及びそれに近い状況に置かれた林業労働者の不信感不安感，林業労働

への新規参入予備軍への不安感の醸成 ，新規参入者の激減。林業労働の例えば３Kと言わ

れる特質 。林業労働者の賃金，社会保険，就労環境等の就労条件が他業種のそれに比べて

未整備であった。都市生活中心の価値観の奥地山村までの浸透。わが国の中山間地に対する

図２．林業就業者数の推移

資料：総務庁「労働力調査」

（注）林業就業者数とは，月末１週間に主として林業に就業した者の

年間平均数である。

林野庁林業労働対策室：「事業体の育成と林業労働力確保に向

けて」『林野時報』第38巻第９号３頁
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農林行政策において，定住化政策，林業政策，米政策，畜産政策等農林業政策全般に渡って

のきめの細かい目配りの欠如。林業労働力の問題を環境保全政策視点と中山間地農林業政策

視点とを連携したものとして捉えること（すなわちヨーロッパECのL．F．A政策的観点

の欠落）ができなかったという政策の限界等々の様々な諸要因が考えられよう。

近年わが国における林業労働力確保対策は一定程度の前進を見ている。現在採用されてい

る林業労働力確保対策は林業事業体の育成をも考慮に入れる中での就労環境整備対策が，遅

ればせながら行われ始めている。また対象地域が非常に限られたものとなっている限界はあ

るが，林業構造改善事業で地域への定住化をも意図した施策が入ってきているという新しい

事実には一定程度の評価ができよう。

過去からと同一の方式での林業労働力確保対策のみでは限界がみられる。

以下では主として長野県下を事例にとり，必要な限りで全国的状況をも踏まえながら新し

いライフスタイルにもとづく林業労働者に関して考察を加えて行くこととしよう。このよう

な新しいタイプの新規参入林業労働者に関する研究は現段階ではほとんど存在していない。

長野県下における林業労働者の状況

長野県下における林業労働者の減少傾向は顕著である。森林組合作業班員だけを見てみて

も昭和55年の1,975人から60年には1,693人にそして平成２年には1,394人に減少傾向が顕著

である。また50歳以上の労働者の割合の推移を見てみても55年の67％から60年の78％に，そ

して平成２年には81％と高齢化傾向も顕著である。労働者の量的絶対的減少と高齢化による

質的低下という全国的に見られる傾向が長野県下においても増幅した形で発現している。

しかしこのような厳しい状況の中にはあるが，労働現場においては新規採用林業労働者も

相当数存在している。新規就労労働者の動向を的確に把握することは林業労働者の確保のみ

ならず環境保全の担い手の確保対策としても非常に有益である。

長野県林務部の林業労働プロジェクトチームが平成４年７月に県下の作業班を組織した全

図３．林業就業者の年齢構成の推移

資料：総務庁統計局「国勢調査報告」出所は図２．と同じ
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組合に対して行った森林組合作業班員確保状況等の調査結果によりながら，長野県下の新規

採用作業班員に関して見てゆこう。

表１からも分かるように昭和62年度から平成３年度までの５か年間に男子258名，女子21

名の合計279人の新規採用の森林組合作業班員が就労している。年齢的に見ると19歳以下３

名，20から29歳35名，30から39歳58名となっており，40歳未満が96名で１／３強存在してい

る。50歳未満で見ると153名（55％）となっており，比 的若手の林業労働者が新規参入し

ているが分かる。また50歳代及び60歳代も126名で半数弱存在しており，中高齢者の新規参

入組の多さも分かる。新規参入林業労働者は旧来からの「組」組織の募集方法の延長線上で

高齢労働者中心に調達する方法と，旧来の募集方法とはまったく異なった方法による募集方

法による新規参入若手労働者の調達という２つの方法に大きく二極化していると考えること

ができよう。なお表１の40代から50代の新規採用者が多いのは２つの募集方法双方からの調

達が混在化していることによっている。

新規採用者の募集方法で最も効果の高かったものを回答結果から見てみよう。一番多かっ

たのは縁故による募集で41％，それに次ぐのが独自の新聞発行や口コミで22％，３番目が職

安を通じての募集であった。

過去における森林組合作業班組織化の過程は地域における既存の伐出作業集団としての

「組」や造林の仲間集団を森林組合作業班として包摂したものが多い。縁故による募集はこ

のような形で森林組合作業班に組織化された作業班員が，自己の周辺の山で働く意志をもっ

た人や過去に山林労働の経験がある人等を勧誘したり彼らから話をしてくるような場合であ

る。この方式は林業労働者の「組」組織の過去からのオーソドックスな新規人員調達の際の

募集方法である。約４割がこの方法で充当されているということは未だに過去からの組織化

方法が大きな役割を果たしていることを示しているが，しかし現在この方法で新規参入して

くる林業労働者は中高齢者に多くなってきている。過去にはこの方法による組織化がほぼ

100％であったことを考えると新規労働者調達方法の大きな変化の時期に到達しているとも

言えよう。

それでは近年の新しい募集方法を見て見よう。独自の新聞発行や口コミ及び職安を通じて

の募集があげられているが，口コミに関してはある意味では過去からの募集方法と新規の募

集方法との間の過渡期の位置を占めると言えよう。ここで注目に値するのが独自の新聞発行

表１．作業班員の新規採用実績（昭和62年度～平成３年度の５か年間）

採 用 時 の 年 齢 別
性別 出身地

19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 合 計

県 内 2 22 40 34 43 62 203
男

県 外 1 12 13 20 9 55

県 内 1 5 3 9 2 20
女

県 外 1 1

合 計 3 35 58 57 62 64 279

注：長野県林務部資料
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と職安を通じての募集である。これは一般の中小企業が社員を募集する求人方法である。林

業労働に従事する労働者の募集方法はこのような方法で採用されはじめ，そして一定程度以

上の募集の効果も生まれるに至っていることは画期的なことである。もちろんこの変化が生

じたのは以下の要因に因っていると考えられる。

① 旧来からの労働者の給源であった山村の過疎化の深化。すなわち限界地的山村におけ

る人口の社会減の段階から自然減の段階への移行に象徴される山村集落自体の存立の危

機的状況に規定されての山村の林業労働者の給源の枯渇。

② わが国農林業の置かれた厳しい状況を濃縮した形で中山間地農林業の再生産基盤の危

機的状況。

③ 中山間地に居住している数少ない世帯は農林業は休日に行い自給用程度で，青壮年層

のほとんどは恒常的賃労働に夫婦共稼ぎで就労している場合が多い。よって林業労働者

の給源としての機能は果たしえくなってきている。

④ ③に規定されて以前から林業労働者の多くの部分を占めてきた半農型林業労働者の給

源はほぼ枯渇したと言えよう。

以上の４点の理由によって林業労働者の募集方法も新たな方法を採用せざるを得なくなっ

たのである。一言で言えば旧来からの給源である中山間地を対象としての林業労働者の確保

は一部の中高齢者を除けば不可能になりつつあり，新規に労働者を採用しようとする場合に

は今までの枠組みを越えた募集方法によらざるを得なくなっていると言うことであろう。そ

の結果が独自の新聞の発行や職安を通しての募集となっているのである。考えようによれば，

林業労働者の新規募集の危機的状況の中で旧来からの古い枠組みが打ち破られて近代化され

た林業労働者募集方法が試行錯誤の中で確立されようとしているという前向きの評価も可能

であろう。

表２で彼らの内でその後に退職した作業班員に関して見てみよう。退職者は91名と新規参

入者のうちほぼ１／３（33％）がこの５か年間で退職している。退職の理由を見てみると転

職30％，家庭事情12％，体力体調不調12％，高齢10％，傷病10％，収入不足８％，不適応８

％，通勤困難５％等となっており，一度は自然を相手とする林業労働の道を選択したが仕事

の厳しさに起因して転職していったことになる。いくつかの森林組合において新規採用林業

労働者を作業組織としての「組」に配属したが，まったく林業労働に不慣れな彼らをその

「組」の一員として就労させることには請負出来高賃金制度の下では他の「組」員が躊躇し

てしまったという事例が多い。

彼ら退職者を採用時の年齢別に見てみよう。19歳以下は３人の採用に対して２人が退職，

20歳代は35人の採用者中18人が退職，30歳代は58人中23人が退職，40歳代は57人中15人とい

う具合に年齢が若いほど退職率（転職率）が高くなっている。

林業労働という新たな職業に夢と希望をもって新規参入した労働者のうち１／３が数年間

で再び他業種に転職してしまうという厳しい現実に対してどのように対処すべきであろうか。

その事を考える際にはまず彼らが退職した理由をもう一歩踏み込んで考察する必要性があろ

う。転職，家庭事情，収入不足の３項目で約半数の中途退職者の退職理由になるがこれは結

局林業労働に憧れて新規参入したものの待遇面特に賃金の面で請負出来高制の賃金体系の下

では思うような収入を上げることが不可能であるばかりでなく就労する「組」員との人間関
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係もあり，林業労働に見切りをつけざるを得なかったと言えるのではなかろうか。もう一歩

踏み込んで言ってしまえば，森林組合が彼ら新規就労の林業労働者を経営内に実質的に包摂

するだけの力量を持ち合わせていなかったということであろう。

森林組合が林業労働者の就労改善のために必要であると考えている対策で一番多かったの

は前述の調査結果によれば，給与の引き上げで66％の組合がこの点を指摘している。次いで

多かったのが通年雇用体制の確立47％，社会保険制度への完全加入39％，３K労働の解消

（機械化，安全対策）31％，休日休暇制度の導入29％，月給出来高併用性の導入27％，福利

厚生施設の充実15％，日給月給制の導入14％，住宅の確保７％，技能修得研修の体系的な実

施５％となっていた。ここに掲げている項目はすべてごく当たり前の就労条件改善のための

方策である。他業種に比 しての林業労働者の労働条件の低位性が再びここで明白なものと

して浮かび上がってきた。それに加えて旧来の給源とは異質な地方都市及び大都市出身の新

しいタイプの新規参入労働者に対しては，旧来「組」が自己の機能として果たしていた教育

研修機能を果すことを可能とするなんらかの施策が望まれよう。林業生産力の特殊性が存在

しているとはいえ，このような就労としてごく当たり前の対策が，就労条件改善のために重

要であると考え指摘されるという状況は早急に打破されなくてはなるまい。

長野県内に存在する幾つかの森林組合においては経営の多角化や合理化，下請け関係の活

用等の方策により通年雇用を達成している事例も見られる。しかしほとんどの森林組合にお

いては必死の自助努力は行ってはいるがミゼラブルな就労条件しか提示できない経営環境の

下にあると言えよう。よって折角意欲に燃えて林業労働に新規参入してきた林業労働者の多

くが数年の内に林業労働からリタイヤーしてしまうという悲しむべき状況が発生しているの

である。

ここで昭和62年度以降における採用計画に対する新規採用者の充足度を見てみよう。表３

からもわかるように85％の森林組合が募集活動を行っているが，充足度が９割以上の組合は

10％，５割以上９割未満の組合は３％で両方合わせても13％に過ぎない。これに対して全く

充足できない組合が７％，１割未満の組合が41％，１割以上５割未満が20％と大多数の組合

が採用計画に対する新規採用者の充足度においては厳しい状況にある。充足度が９割以下の

表２．上記作業員の退職状況

採 用 時 の 年 齢 別
性別 出身地

19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 合 計

県 内 2 15 16 12 10 16 71
男

県 外 2 5 1 4 12

県 内 1 2 2 2 1 8
女

県 外

合 計 2 18 23 15 16 17 91

（転職27・家庭事情11・体力体調10・高齢９・傷病９・不適応７・収入不足７・人間関係３・

通勤困難５・不明３）

注：長野県林務部資料
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場合における対処方法を見てみよう。圧倒的に多いのが臨時雇用で対応であり40％，他の森

林組合に依頼が22％，一人親方，林業事業体に依頼がそれぞれ14％，事業量を減少させるが

８％，パルプ業者との連携２％となっている。臨時雇用労働者の性格，一人親方，林業事業

体の性格等が問題となってこよう。しかし６割の森林組合では作業班員の定年制を未だ採用

しておらず，70歳定年が10％，68歳２％，65歳20％，と65歳以上でも就労可能な森林組合が

９割を超えている。この状況から森林組合の高齢作業班員でも活用する，活用せざるを得な

いという方針が明確になっていると言える。また53％の組合が高齢等の理由での退職希望者

の慰留をしており，36％の組合が定年制を設けずに高齢者の活用を図っている。５％の組合

が定年後の再雇用や定年の延長をして労働者の確保を図っている。

高齢者の活用によって林業労働者を確保する方向はその努力と短期的な効果の点では評価

できる。しかし高齢労働者のコンスタントな新規補充の目処が立たない限り，長期的に見た

場合には矛盾から生ずる危機の根本的な解決ではあらずして，その先伸ばしに過ぎないと言

えよう。

新たなライフスタイル，価値観を持った大都市及び

地方都市出身の新規参入林業労働者の出現

長野県内には近年林業労働に新規参入した青壮年林業労働者が森林組合だけでも表１から

も分かるように153名（40歳代まで）存在している。その内で我々が把握しているユニーク

な事例の労働者だけでも表４からもわかるように45名存在している。

彼らはいずれも都市生活に飽きた点では共通しているが３タイプに分けることができよう。

ア） 自己が山村で真に生きたい目的がありそれを行うための資金稼ぎとしての林業労働

の位置付けを行うグループで若者に多い。定着率は未定。

イ） 若者で自己の目的（外国の山への登山等）を達成するための資金稼ぎを大好きな山

での林業労働で行うタイプ。

ウ） 窮屈な都市生活に飽きて新天地で転職し林業労働で生計を立てようとするグループ

で中高年者に多い。定着率も高い。

それではこのような新規参入者を生んだ社会経済的背景に関して見てみよう。次の６点が

考えられる。

ア） 都市における居住環境，生活環境の悪化

イ） 都市における高地価，高家賃，に伴う自己の住宅を購入することの可能な階層の激

減，豊かさの中での貧困化の進展

表３．昭和62年度以降の採用計画に対する新規採用者の充足度

充 足 度 91～100％ 50～90％ 10～49％ １～９％ ０％ 募集しない

森林組合数 6 2 12 24 4 11

比 率(％) 10 3 20 41 7 19

注：長野県林務部資料
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表４．林業労働参入のユニークな事例

森 林 組 合 名 事 例 の 概 要

浅 間 森 林 組 合 東京都出身でサラリーマンをしていたが，自然に引かれ軽井沢に来た。

そこで，写真屋，ペンションに勤めたが山で働きたいという気持ちが捨

て切れず，平成４年２月から森林組合の作業員として働いている。

（43才 １名）

上田市森林組合 東京都，上田市で自動車関係，スーパー，印刷関係の職場に勤めていた

人達が，自然の中で働ける安定した職場として，職安を通して森林組合

の作業員として働いている。

（19才・27才・31才 ３名）

川 東 森 林 組 合 県内で電気・土木関係，農協に勤めていたが，自然との関わりがあり安

定した仕事を希望し，町の広報・職安等を通して森林組合の作業員とし

て働いている。

（35才・40才・45才・45才 ４名）

依田窪森林組合 県内で運輸関係，製造関係に勤めていたが，自然志向・子供の進学等の

理由で，新聞チラシを見て森林組合作業員として就職した。

（32才・48才・50才 ３名）

青木村森林組合 埼玉で，運送会社をグループ経営していたが，信州の自然環境に引かれ，

一家５人で移住し働きたいと思い，職安を通して森林組合の作業員とし

て働き始めた。

（43才・県内28才 ２名）

諏 訪 森 林 組 合 ペンションや乗馬クラブ経営の傍ら，仕事の合間に森林組合の臨時作業

員として働いている。

（39才・43才 ２名）

伊 南 森 林 組 合 地元の電子部品メーカーに勤めていたが，東京本社に転勤となり，しば

らく勤めていたものの地元で働く希望が捨て切れず，山の仕事にも興味

があったのでUターンしてきた。

（40才台 １名）

大学の林学科を卒業後，山（森林組合）の仕事に興味があったので，森

林組合の作業員の仕事を選んだ。

（20才台 ３名）

箕輪町森林組合 自営でコンピューターソフト開発の仕事をしていたが，仕事量が減少し

てきたため，以前からやりたいと思っていた山の仕事（森林組合作業

員）についた。

（31才 １名）

飯 伊 森 林 組 合 都会から大鹿村の廃家に移り住み，妻が織物や山荘の管理人をする傍ら，

本人は自由気ままに自然を相手に森林組合の作業員として働いている。

（40才ぐらい ２名）

飯田市森林組合 都会でビジネスに疲れ，定年を前に自然の中で働きたいと妻子を東京に

残し，単身赴任で森林組合の作業員として働いている。

（50才ぐらい １名）
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豊丘村森林組合 梨栽培農家で，冬季間県外（豊田市）の自動車会社に出稼ぎに行ってい

たが，地元で働きたいと森林組合の臨時作業員として働くようになった。

（29～34才 ３名）

以前は精密機械や食品関係企業に勤めていたが，時間的な制約を受ける

ことと山が好きなことから，時間が比 的自由になる森林組合の作業員

として働くようになった。

（34才 ２名）

南木曽町森林組合 山岳雑誌に求人広告を出したところ約20名から紹介があり，このうち，

横浜の自動車工場従業員が，森林組合の作業員として働くようになった。

（35才 １名）

大桑村森林組合 地元の精密機械関係の会社に勤めていたが，単調な仕事に飽き外で働き

たいと，数年前から森林組合の作業員として働くようになった。また，

組合では，林業労働者を紹介した場合，費用弁償の形で報奨金を出して

いる。

（26才位 １名）

筑 北 森 林 組 合 高校卒業後，飲食店（自営・家事手伝い）で働いていたが，山に魅力を

感じ平成４年５月から森林組合作業員として働いている。

（27才 １名）

大 北 森 林 組 合 都会から過疎地（池田町， 坂村，生坂村）の廃屋に移り住み，写真家，

画家，工芸家等創造的活動を続けながら，山のシーズンには森林組合の

作業員として働いている。

（31才～43才 ５名）

西 山 森 林 組 合 岐阜県の飛驒国際工芸学園を卒業した３名が，西山森林組合の木工加工

事業のイベントの直売を通じて知り，森林組合に就職した。

（20才・21才・22才 ３名）（出身地：愛知２・神奈川県１）

信濃町森林組合 農業関係の大学を卒業後，山で働きいたと森林組合の作業員として働い

ている。

（28才 １名）

戸隠村森林組合 写真家，音楽家，大工，スキー教師等さまざまなフリーな職業を持ちな

がら，山のシーズンには森林組合の作業員として働いている。

（31～41才 ４名）

また，このような人たちの存在を新聞記事で知り，自分も仲間に入りた

いと，森林組合で働くようになった。

（36才ぐらい １名）

飯山市森林組合 ゆとりの生活を求め，都会での教員生活を止めて田舎暮らしを始めた。

農業の傍ら森林組合への臨時作業員として働いている。

（41才ぐらい １名）

注：長野県林務部資料
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ウ） 人間なら誰でも望む良い空気，水，景観等の人間本来の欲求を充足する環境の都市

における欠落

エ） 近年の交通運輸手段，通信手段の格段の進歩発達に伴う山村と都市との経済的時間

的距離の短縮

オ） 別荘族，リゾートマンション族になるには自己の経済力の欠如，しかし山村の環境

に浸りたい。そして行く行くは自然の恵まれた山村で自己の持ち家を取得することが目

標である。

カ） 若者が目標とする事項を達成するために，年功序列賃金体系とは異なった賃金体系

の林業労働に就労することにより手っ取りばやく賃金を稼ぐことが可能な就労先と考え

て林業労働に参入する。

以上のような理由から大自然の中での林業労働者になる道を選択したものである。

新タイプの新規参入労働者を定着させて行く場合の

問題点とあるべき方向

前述の如く，長野県内には近年林業労働に新規参入したまったく新しいタイプの青壮年林

業労働者が，具体的に把握されただけでも森林組合中心に45名存在している。

彼らはいずれも林業労働に関してはまったくの素人である。したがって新規参入労働者に

対する研修教育機能は不可欠である。しかし個々の森林組合等の事業体だけでは教育しきれ

ないという問題点が存在している。国，都道府県，市町村等が新規参入労働者の養成に関す

る何らかの枠組みを設定する必要性が高まっている。

新規参入林業労働者に対する教育技能研修の面と同時に，研修期間中における彼らの生計

を維持するための所得保障も必要であろう。多くの新規参入者は年齢的にも30歳代から40歳

代と自己のライフサイクルの中でも最も生活費のかかる段階にある。彼らの所謂研修期間に

あたる期間に関しては彼らの妻子を含めた家族全体の最低限の所得保証を行う必要があろう。

林業労働者用の住宅供給なども考えられよう。

彼らが定着できる諸条件を設定しなければせっかくの新規参入者が数年以内にリタイヤー

してしまう危険性が高い。現に転職等の理由で林業労働からリタイヤーしていった新規参入

労働者のほとんどはこのような理由によるものと思われる。

現在林業労働力の確保対策が国段階，都道府県段階でかくも重要な課題として取り上げら

れているのは，言うまでもなく林業労働への就労条件が他産業に比 しての相対的低位性，

林業内部で見れば，林業生産力の特殊性に規定されて低水準におし留められていること，ま

た外材が支配する木材市場の構造に規定されての低材価，厳しい就労環境の中で，低賃金し

か実現できないことによっている。わが国の産業構造の中で農林業特に林業の枠組みが先端

産業のそれと比 して相対的に見て著しく低下してきている。新規参入林業労働者の多くは

今の就労条件の儘であれば，リタイヤーしてしまっても不思議は無いであろう。

それではこのような新規参入林業労働者を定着させて行くのに必要な条件を考えて見よう。

このことを考えて行く場合，先進事例の教訓から学びとることが必要となろう。

その場合まず第一に考えられるのが現業職員制度の導入であろう。現業職員制度は，労働
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者に対して平均的な水準の生活費を長期にわたって保障することに特色がある。兵庫県一宮

町森林組合では現業職員制度を採用し，労働者の職場への定着，長期勤続を可能にしている。

この制度の定着の思想的背景には生活賃金思想すなわち労働者の年齢に応じた家族の再生産

を可能とする賃金体系の採用という考えがあった。そのためには職場での技能形成をはかる

ための長期勤続が必要でありその奨励という考えであった。しかし人件費に関してはきめの

細かい涙ぐましい努力をし，町及び県からの補助金（県，町それぞれ一名につき各40万円合

計一名80万円）によってこの制度を可能としているのである。自己の稼ぎだすだけでは現業

職員制度の定着は不可能なのである。同様のことは京都府和知町森林組合の現業職員制度に

関しても言える。

長野県上田市森林組合の場合は，現業職員制度の存立基盤を外部からの直接的な支援に求

めずに自力で達成している。上田市の場合を見てみよう。

上田市は人口11万9469人の長野県の東信地方の中核都市である。総面積１万7670 ，森林

面積8943 森林率51％，面積で国有林8.3％，民有林91.7％となっており民有林の内訳は公

有林2908 ，私有林5291 である。

この上田市森林組合の作業班は22名，平均年齢44歳，平均給与25万７千円，賞与4.5か月

分，平均年収410万円，社会保険は労災，雇用保険，健康保険，農林年金，林退共に全班員

が加入している。定年は60歳であり希望者は退職後３年間は嘱託で就労も可能である。昨年

は２人の欠員ができ市の広報を使って募集したところ35歳から40歳の９人が応募してきた。

このように作業班員の新規補充には事欠かない。これは賃金労働条件が市内の中小企業の水

準にひけを取らないところにまで高まっていることによっている。しかし中小企業の側から

森林組合だけが労働者の新規募集に市の広報を利用することはけしからん，とのクレームが

つき，それ以降は職安での募集に切り替えたという話もある。市内の中小企業と求人面では

対等にまったく同一の土俵の上で班員を獲得している。

上田市森林組合がこのような水準に到達するまでには30年という地道な努力が行われた上

でのことである。合併前の塩田町森林組合では昭和38年に日給月給制がしかれ18人の現業職

員が農林年金と退職金共済に加入，定年は60歳であった。その後昭和47年に広域合併し上田

市森林組合となった。49年から作業班員の冬期の対策として経営の多角化を進めはじめ緑化

木，椎茸，木炭，観光土産店，食堂，喫茶店経営，栗園等の経営である。現在の冬期の仕事

としては栗園への施肥，炭焼き，茸園の作業などがある。茸園だけとってみても，12月茸園

の整備，１月ほだ木の場所作り，２月種菌の打ち込み，３月椎茸，しめじ等の茸の出荷と，

冬期の仕事には事欠かない。

経営の多角化による雇用の通年化を達成した森林組合にとって，今後は日給月給制から完

全なる月給制への移行と賃金水準のもう一歩の引き上げが課題となっているといえよう。

上田市森林組合の場合は旧来からの「組」や縁故による林業労働者募集方法にいち早く見

切りを付けて，市の広報を通じての募集，職安を通じての募集に切り替えたことも現在の新

規補充体制を定着させるのに貢献していると思われる。

林業労働者の確保対策は一朝一夕にできるものではない。地道な長期間にわたる血のにじ

むような努力の上でやっと可能になったのが一宮町森林組合であり，上田市森林組合なので

ある。しかし数は少なくてもこのような先進事例が存在している訳であるから，これらを参
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考にして林業労働力確保対策を講じて行くことが必要であろう。

お わ り に

林業労働者の量的激減と現存する労働者の高齢化に伴う質的低下という厳しい状況の中で

も，新規に就労する林業労働者も数は少ないが存在している。そのような林業労働者が新規

に就労する条件は何であり，また就労を可能とする資本の状況はどのようなものであるのか

に関して考察を加えたのが本稿である。

長野県林務部林業労働プロジェクトチームが長野県下の森林組合を対象として行った調査

結果をもとに，全国的に見て先進事例と言われる新規若手労働者を採用し活発に事業展開を

している先進事例等を参考にして，考察を加えた。新規採用労働者数はかなりの数存在して

いるが林業労働に新規参入して数年のうちに，夢と現実の格差の大きさに失望して林業労働

から離脱して行く労働者の多さにより，全体としてみれば量的減少と質的脆弱化が進んでい

ることがわかった。しかし長野県上田市森林組合の事例に見られるように用材育成林業が成

熟している訳でもない全国的に見てもごく標準的な森林組合において，昭和30年代からの地

道な経営の多角化等の継続的な取組みによって森林組合の経営基盤，労働者の就労基盤を確

立し林業労働力不足を克服している森林組合の存在も見た。

中山間地出身の林業労働者の後継者を今後共潤沢に期待することは現在の状況の下では不

可能である。旧来からの林業労働力の供給源は枯渇してきている。

しかし一方，現在の大都市を中心とした人口や諸機能の集中化の中で，都市の生活に疑問

を感じたりなじめない人々が相当数存在している。彼らの中には農山村や農林業に憧れを持

って機会があれば農山村での生活を望んでいる人々が相当数存在している。そのような母集

団の中からほんの一部の人々が実際に林業労働への就労を望んで各地で活動を始めている。

また各地の森林組合や素材業者等の中には雑誌広告，新聞広告等の旧来では考えられなかっ

た方法で林業労働者の求人活動を展開している事例も見られる。また現にこのような方法で

の新規採用に成功している事例もぼつぼつ見られるようになってきた。林業がほかの業種と

同様な求人活動をすることにより旧来とは全く異なった都市という供給源から林業労働力を

調達することは非常に画期的なことであり前向きの評価ができよう。

しかし現在の事態の根本的な解決のためには先ず第一に現在就労している林業労働者達が

周囲の人間にそしてまた自分の息子達に対して林業労働は良い仕事だから一緒に働こうと胸

を張って言うことができるだけの仕事の内容と，賃金，社会保障，休暇等の労働条件を完備

することこそが必要であろう。さもなければ折角苦労して新たな募集方法で確保した林業労

働者の多くは結局リタイヤーしてしまうであろう。

現在働いている労働者にも満足できるような就労条件を確立するためには，先ず現在存在

している林業労働に関する枠組みを実態にあったものに充実して行く方向で改変しつつ最大

限活用することが必要である。それに加えて林業だけの枠組みの限界を打ち破るべく新たな

枠組みを構築することが早急に求められている。その枠組みの構築に際しては地球環境に果

たすわが国森林の役割や，森林の持つ公益的諸機能に関して国民各層のコンセンサスを得る

中で国，地方自治体が財政的に基本的部分を負担することは言うまでもなかろう。
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要 約

わが国において森林・林業の担い手である林業労働者は量的に激減し質的に高齢化し，こ

の状況が今後共続けば，わが国森林・林業の担い手は近い将来枯渇してしまう危機的状況下

にある。

しかし近年，量的には少ないが以前のタイプとは異なったタイプの林業労働者が林業労働

に新規参入する事例も見られるに至った。

本稿ではこのタイプの林業労働者の存在形態を見た。そしてこのタイプの林業労働者が定

着する諸条件は脆弱であることを見た。今後彼らが定着する条件にふさわしい賃金，社会保

険等の労働諸条件を整備しなければならない。そのためには現在の林業労働政策の枠組みを

越えた施策，林業労働者は地球環境の維持，わが国の素晴らしい環境の維持のための森林と

かかわる労働者であるとの国民的コンセンサスが早急に得られなければならない。

早急にそれに相応しい労働諸条件を完備しなければ，結局は新規参入労働者の現在の職場

への定着は望めないであろう。

キーワード：林業，林業労働者，新ライフスタイル，環境。
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