事業報告書
（令和２年４月1日から令和３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退職金共済や社会保険（雇用保険、健康保険、厚生年金保険）の加入促
進等の助成事業と併せ、新規参入者の給与安定対策、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や、全森連からの委
託事業である「緑の雇用現場技能者育成推進事業」、県からの委託事業である「くまもと林業大学校
人財づくり事業（長期課程）」等を実施するなど、林業労働力の育成確保に努めた。さらに、求職者
と求人者との斡旋（厚生労働省認可の無料職業紹介事業）を実施した。
２

庶務事項

日 付

事

項

4月13日 くまもと林業大学校人財づくり事業「長期課程」入校式
5月12日 認定事業体連絡協議会役員会（熊本市）
5月14日 基金決算監査
5月19日 緑の雇用現場技能者育成推進事業第１回担当者会議（オンライン開催）
5月22日 令和２年度第１回理事会（書面決議）
6月 2日 第９回定時評議員会（書面決議）
6月 2日 令和２年度第２回理事会（書面決議）
6月 8日 くまもと林業大学校人財づくり事業（初級）開講
7月 1日 緑の雇用現場技能者育成推進事業（集合研修）ＦＷ１年目研修開講（人吉班）
7月 1日 緑の雇用現場技能者育成推進事業（指導員能力向上研修） ～3日
7月 3日 認定事業体連絡協議会総会（熊本市）
7月 6日 緑の雇用現場技能者育成推進事業（集合研修）ＦＷ１年目研修開講（熊本班）
7月 9日 緑の雇用現場技術能育成推進事業（集合研修）ＦＷ３年目研修開講（熊本・人吉班）
7月10日 緑の雇用現場技能者育成推進事業（集合研修）ＦＷ２年目研修開講（熊本・人吉班）
7月22日 現場技能者キャリアアップ対策事業 ＦL研修開講
8月 1日 林業体験学習会（菊池市）～2日
8月18日 くまもと林業大学校人財づくり事業（中上級）開講
8月30日 森林の仕事ガイダンス（熊本市）
9月11日 第１９回林業技能競技会（菊池市）
10月 1日 くまもと林業大学校人財づくり事業（経営者）開講

日 付

事

項

10月10日 森林の仕事ガイダンス（大阪府）
10月30日 くまもと林業担い手の元気づくり大会（熊本市）
11月 3日 森林の仕事ガイダンス（東京都：WEB相談）
11月13日 くまもと林業大学校人財づくり事業（中上級）閉講
11月14日 森林の仕事ガイダンス（福岡県）
11月20日 全国林業労働力確保支援センター協議会総会（書面決議）
12月 熊本県農林漁業就業支援連絡協議会（書面開催）
12月 4日 緑の雇用現場技能者育成推進事業（集合研修）ＦＷ１年目研修閉講（熊本班）
12月 8日 緑の雇用現場技能者育成推進事業（集合研修）ＦＷ３年目研修閉講（熊本・人吉班）
12月11日 緑の雇用現場技能者育成推進事業（集合研修）ＦＷ１年目研修閉講（人吉班）
12月15日 緑の雇用現場技能者育成推進事業（集合研修）ＦＷ２年目研修閉講（熊本・人吉班）
12月18日 林業新規就業者定着推進事業 意見交換会・セミナー（熊本市）
12月18日 現場技能者キャリアアップ対策事業

ＦL研修閉校

12月22日 緑の雇用現場技能者育成推進事業第２回担当者会議（オンライン開催）
12月22日 くまもと林業大学校人財づくり事業（初級）閉講
1月30日 森林の仕事ガイダンス（東京都）（オンライン開催）
2月 雇用情報誌｢ゆう林｣第３１号の発行
2月12日 緑の雇用現場技能者育成推進事業第３回担当者会議（オンライン開催）
2月15日 林業労働安全研修会（認定事業体連絡協議会主催：熊本市）
3月 林業雇用改善推進会議（書面開催）
3月12日 くまもと林業大学校人財づくり事業「長期課程」卒業式
3月17日 令和２年度第３回理事会（熊本市）
3月25日 令和２年度１回臨時評議員会（熊本市）

３
項

評議員会
目

年 月 日
報告事項
令和元年度（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日
まで）事業報告の内容報告の件
決議事項
・評議員７名の選任の件
・理事１３名及び監事３名の選任の件
・令和元年度（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日
まで）貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認の件
・定款変更の件

第９回定時
評議員会

令和2年6月2日
（書面決議）

第１回臨時
評議員会

決議事項
・基本財産処分の件（令和２年度（令和２年４月１日から
令和３年３月３１日まで）補正収支予算書について）
令和3年3月25日
・基本財産処分の件（令和３年度（令和３年４月１日から
令和４年３月３１日まで）収支予算書について）

４
項

理事会及び監査
目

年 月 日

第 １ 回
理 事 会

決議事項
令和2年5月22日 ・令和元年度事業報告並びに決算書類の承認について
（書面決議） ・第９回定時評議員会の書面決議について
・理事長への委任について

第 ２ 回
理 事 会

令和2年6月2日
（書面決議）

第 ３ 回
理 事 会

決議事項
・令和２年度補正収支予算書（案）について
令和3年3月17日 ・令和３年度事業計画書（案）並びに収支予算書（案）について
・令和２年度第１回臨時評議員会の開催について
・理事長への委任について

監

査

令和2年5月14日

決議事項
・理事長及び常務理事の選任について
・理事長への委任について

令和元年度事業の監査
吉瀬監事、平井監事、河喜多監事による監査
指摘事項なし

第２

基本財産

基

本

財

産

額

（令和３年３月３１日現在）
(単位：円）

勘

定

科

目
金

大科目

県出捐金

基本財産

額

中科目

出捐金

2,221,664,625

市町村出捐金

184,289,107

事業体出捐金

188,976,268

計
評価損益
令和２年度末現在

2,594,930,000
81,823,817
2,676,753,817

備考

第３ 事業実施状況
１

事業概要
公益財団法人として、公益目的事業である林業労働力確保・林業従事者対策事業を適切に推進し、
林業従事者の新規参入や定着促進、技術力向上等に努めたところである。事業実施にあたっては国、
全国森林組合連合会、県等の補助・委託事業に積極的に取り組み、また、基金単独事業の財源となる
基本財産の運用益を最大限確保することにより林業従事者の就業環境整備等を通じた林業労働力の確
保に取組んだ。
なお、基本財産の運用については、約３２，０９６千円の運用益（運用利回り約１．１９％）を確
保した。

２

事業内容
（単位：円）

【公益目的事業】
事

業

名

事業費

事

業

内

容

①林業労働力確保・林業従事者対策に関する事業

◎退職金共済制度加入促進対策事業

18,945,000 54事業体、 611人

（基金単独事業）
◎社会保険制度加入促進事業

（R1

19,776千円、627人）

88,605,000 56事業体、 629人

（基金単独事業）
◎新規参入者給与安定対策事業

（R1

87,014千円、633人）

5,140,000 16事業体、 40人

（基金単独事業）
◎新規参入者確保促進事業

（R1

5,690千円、 43人）

0 0事業体、

（基金単独事業）
◎新規参入者住宅確保支援事業

（R1

0千円、

10,000 1事業体、

（基金単独事業）

0人

（R1

0人）

1人

220千円、

3人）

112,700,000 59事業体、 対象人員：1,281人

事業費小計

(R1年度)

(112,700,000) 58事業体、 対象人員：1,306人

②林業に関する研修教育事業
◎林業体験学習会実施事業

806,889 林業体験学習会

(2日) 参加者 6人

（基金単独事業）
◎くまもと林業大学校人財づくり事業

24,230,000 就業準備給付金

受講生 16人

（熊本県補助事業）
◎くまもと林業大学校人財づくり事業

66,819,667 長期課程

（熊本県委託事業）

◎緑の雇用現場技能者育成推進事業

専門課程(初級)

(8日) 受講生 19人

専門課程(中上級)

(9日) 受講生 5人

専門課程(経営者)

(5日) 受講生 10人

15,797,908 ＦＷ1年目集合研修

(27日) 受講生 27人

ＦＷ2年目集合研修

(24日) 受講生 16人

ＦＷ3年目集合研修

(20日) 受講生 22人

ＦＬ集合研修

(15日) 受講生 26人

（全森連委託事業）

指導員能力向上研修
事業費小計

107,654,464
(R1年度)

(200日) 受講生 17人

(95,286,199)

(3日) 受講生 11人

③林業に関する雇用改善推進事業

◎改善計画指導

834,481 訪問事業体数：27事業体
（熊本県補助事業）
834,481

事業費小計

(R1年度)

(3,073,704)

④林業就業に関する広報・啓発事業

◎林業従事者育成活動普及啓発

2,461,886 受入体制整備広報：訪問事業体数60事業体

（熊本県補助事業、基金単独事業）

雇用情報誌（ゆう林）の発行：1回
林業技能競技会開催
・総合部門参加事業体： 11チーム (22人)

・高性能林業機械運転操作部門： 5チーム (5人)
永年勤続表彰者：19人
くまもと林業担い手の元気づくり大会：来場者177人

◎新規参入促進啓発事業

492,546 訪問事業体数：40事業体

（熊本県補助事業）
◎林業新規就業者定着推進事業

1,395,364 定着推進セミナー及び意見交換会

（熊本県委託事業）
◎森林の仕事ガイダンス事業

ネットワーク推進情報誌（バットウ）の発行：1回
1,197,134 森林の仕事ガイダンス（東京、大阪、福岡）参加

（全森連委託事業）
事業費小計

1回

森林の仕事ガイダンス（熊本）開催（来場者延べ275人）

5,546,930
(R1年度)

(6,271,055)

⑤林業労働無料職業紹介事業

◎地域林業就職斡旋事業

463,384 求人票受理数：20件 （ 35人）

（全森連委託事業、基金単独事業）

求職票受理数：18件 （ 14人）
紹介、斡旋数：15件 （ 就職者数 15人）

事業費小計

463,384
(R1年度)

⑥林業就業促進資金貸付事業

事業費小計

0

0
(R1年度)

⑦公益目的共通事業

事業費小計

公益目的事業総事業費

(1,460,769)

(0)
11,948,316 （減価償却費2,100円含む）

11,948,316
(R1年度)

(11,858,861)
239,147,575

(R1年度)

(230,650,588)

