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現在に至る

持続可能な森林管理の担い手である林業の賃金・離職に関する研究
近年、森林管理の重要性が社会全体でより共有されつつある。一方で、その森林管理の担い手が
抱える課題については、あまり注目されていない。森林管理の担い手は多様といえるが特に現場作業
に着目すると、まずは賃金を得て仕事として森林整備に取り組む林業労働者が挙げられよう。林業労
働者の職場環境はこれまでも決して楽なものではなく、むしろ経年的には、雇用環境は改善されてきて
いるといえる。しかしながら、未だに労働災害の発生率は全産業に比べてはるかに高く、加えて林業
労働者の賃金は決して高くない。このような中、一方で環境や田舎暮らしへの関心の高まりから、森林
管理を仕事とする林業労働への新規就業は、農山村地域外からも見られるようになってきた。以上のよ
うに、林業労働は就業環境に課題を持ちつつ、より広い範囲から労働力が流入してきている。そこで
本研究では、離職の大きな理由の一つとされる賃金の決定要因を探ると同時に、労働者の属性と離
職率の関係について検討する。
本研究では、栃木県内の 10 事業体を対象に、所属する現場職員の個票データを収集し、これを用
いて賃金関数の作成を行なった。また、労働者の生産性を踏まえた賃金を得ていると判断されるサン
プルに分析対象を限定するため、一日当たり平均支払額が 3 万円以下を基準とした。分析した結果、
林業経験年数は一次項で正値、二次項で負値を推計し、いずれも有意であった。一方で、労働市場
経験年数は一次項で正値、二次項で負値を採るがいずれも有意とはならなかった。また教育年数は
負値を推計したが、やはり有意とはならなかった。賃金は林業経験年数に関して有意に働き、一次項
が正値、二次項が負値を推計したことから、林業への経験年数に合わせて賃金は上昇していくものの
その増加率は逓減していくことが示唆された。
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また、労働者の属性別での定着率の変化を把握すべく、生存時間分析を実施した。これには
「緑の雇用」研修生データを用い、カプラン・マイヤー法による推計法を採用した。結果、入職年齢
30・40 代と30・40 代以外、前職ブルーカラーとそれ以外の間で定着率推移に違いは見られず、地元
採用と非地元採用、ハローワーク経由採用とハローワーク以外経由採用の間で定着率推移に違いが
見られた。
今後、賃金関数については事業体特性を含めた分析、定着率に関する生存時間分析では、多変
量解析を通じた分析を実施してさらに分析を深める必要がある。

1. 研究の背景・目的・方法
近年、森林管理の重要性が社会全体でより共有されつつある。例えば、広島、兵庫県などにおけ
る一時的ながら降水量の急増が土石流をもたらし、人の生命や財産を奪う事態になっていることは大
きく取り上げられ、土砂流出防備の役割が森林に大きく期待されている。また、森林環境税に関しても
37 府県ですでに導入され、今や国としても導入が検討されている段階に至った。
一方で、その森林管理の担い手が抱える課題については、あまり注目されていない。森林管理の担
い手は多様といえるが特に現場作業に着目すると、ボランティアを中心とした祝休日や引退後の時間を
使って行われる市民活動によるものと、仕事として森林整備・木材生産を行ない、賃金を得ていく林業
労働者に大別されよう。本研究では、このうちの賃金を得て仕事として森林整備に取り組む林業労働
者に焦点を当てる。
既に多くの研究者によって指摘されてきたように、林業労働者の職場環境はこれまでも決して楽な
ものではなく、むしろ経年的には、雇用環境は改善されてきているといえる（例えば、川崎 2016 ）。
1980 年代までに通年雇用化と社会保険への加入が進み、1990 年代には労働基準法の林業への完
全適用も実施されるようになった。また、1990 年代には高性能林業機械の導入が各事業体で進み、
危険であった森林伐採の負担が軽減されるようになり、
『林業労働力確保支援に関する法律』が施行
されることで比較的経営が良好な事業体は都道府県知事に認定され、
「認定林業事業体」として扱
われるようになった。そして 2000 年代には「緑の雇用」制度がスタートし、現在に至るまで新規就業者
の特に初期段階における就業環境の改善に大きく役立っている。
「緑の雇用」制度は 2002 年度の補
正予算時に緊急雇用対策の一環として開始され、2003 年度より正式な事業として本格化した。新規
採用者が「緑の雇用」研修生となれば月額 9 万円が雇用する事業体に支給される。対象となる事業体
は、先述の都道府県知事に認定された認定事業体である。これが 2003 ～ 2005 年は新規就業 1 年目
のみであったが、2006 年以降は2 年目、3 年目にまで対象が拡大した。
しかしながら、未だに労働災害の発生率は全産業に比べてはるかに高く、加えて林業労働者の賃
金は決して高くない。木材価格が低迷しており、十分な賃金を木材の売買から捻出できないという背
景に加え、林業労働の場合、林内での作業が中心となるため、天候によっては作業が中止となり、ま
た日没前には作業を終えることが多い。また社会保険の一部は事業体負担となっているため、収益
が決して十分でない中、労働災害の発生が高いことから高止まりしている労災保険料率に悩む事業
体も少なくない。このような中、環境や田舎暮らしへの関心の高まりから、森林管理を仕事とする林
業労働への新規就業は、農山村地域外からも見られるようになってきた。以上のように、林業労働は
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森林管理の重要性から「緑の雇用」制度を中心に国策として支援政策を受け、就業環境に課題を持
ちつつ、より広い範囲から労働力が流入してきている。
本研究では、このような林業労働を取り巻く環境を踏まえ、森林管理の担い手である林業労働者の
定着要因について検討することを目的とする。これまでの聞き取りから、林業の離職要因として具体的
には後述するが、賃金が大きく影響しているとされてきた。そこで本研究では、離職の大きな理由の一
つとされる賃金の決定要因を探ると同時に、労働者の属性と離職率の関係について検討する。

2 . 森林組合と林業会社
森林組合と林業会社では、主な経営の方向性が異なる。森林組合は、森林組合法に則り、組合
員である森林所有者の森林及び山の管理を主な業務とするが、林業会社はむしろ立木を購入して伐
採、原木市場で販売して利益を上げることを主業とする。このため、業務内容も両者の間ではやや異
なると言えよう。森林組合では、木材生産（伐採）や伐採跡地に対する植栽（植付け）
、下刈りなどの
作業のほか、組合員の土地の経営計画など管理業務などの仕事が併せて重視される。これに対して、
林業会社などは木材生産を中心としつつ、植付けや下刈りなどの作業を担うが、ある土地に長く関わり
続けるというよりも、より広域に移動して仕事を取ってくる、という場合が多いのではないだろうか。
結果として、森林組合では現場での森林作業に従事する現場職員に加え、経営部門を専門に担う
専従職員がいる。また現場職員は作業班員と呼ばれ、3 ～ 5 人を1 班として班長を持つ作業班に全員
所属して、班長の下で作業は進められる。これに対して林業会社は、ある地域の土地を長期にわたっ
て一括管理するような経営計画などの管理業務よりもむしろ現場作業が中心となり、少人数であるとこ
ろは社長などの管理職も含めて現場作業に従事しているケースが多い。このように森林組合では、現
場職員と事務職員を明確に区分するが、林業会社では管理職であったとしても現場に積極的に関与
していくケースが多いといえる。
また、森林組合では主に組合長、参事、その下に概ね二つの課を持ち二課長がいるような運営体
制を取っているところが多いが、林業会社では管理職は比較的少なく、社長の差配が運営により強く
出るところがある。これらの背景から、森林組合と林業会社は経営上大きく異なり、両者は分けて捉え
られることがやはり多い。ただし、例えば林業会社の中でも固定した林家から長期的に事業を請け負っ
ている場合、森林経営計画などデスクワークの業務上で占める割合が上昇し、より森林組合に近い形
の運営体制を取っているところもある。また森林組合の中でも、比較的事務職員の数が少なく、より現
場職員、特に班長の発言権が強いところもあり、両者間の違いにそこまで明確な境界線があるとは言
い難い。さらに、木材生産（森林の伐採）を主な活動とするイメージが強いものの、森林組合、林業会
社によっては、実際には通常行われる造林・育林作業に加えて製材加工やキノコ生産、林業会社の
中には住宅販売等まで広く展開している事業体もあり、森林組合、林業会社の中でも事業内容は一様
ではない。
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3 . 対象となる現場職員
本研究では、栃木県内の 10 事業体を対象に実施した。栃木県は、大消費地である関東圏の一部
をなし、加えて林業県でもある。県全体に4つの林業地域（三毳・日光・高原・八溝）を持ち、良質なス
ギ・ヒノキ材を供給している。県内の主な森林組合・林業会社はこれらのいずれかの地域に所在し、林
業活動を展開している。10 事業体の選定にあたっては、1日1 人当たりの生産性が 6m3（ 6.0m3/ 人日）
を基準に、これより高い事業体を5 つ、低い事業体を5 つとし、また森林組合を5 つ、林業会社を5 つと
して選定した。いずれも、認定林業事業体である。
次に、本研究で対象となる現場で働く現場職員の方だが、森林組合と林業会社の特徴を踏まえる
と、森林組合では作業班員が該当するが、林業会社では場合によっては管理職のポジションの方も対
象となる。小規模会社の場合、社長などの代表職は名義上に過ぎず、実質的には他の従業員とかなり
フラットな関係を築いているケースもある。林業事業体では、チェーンソーや刈り払い機を場合によって
は自分で購入することを前提で現場職員として雇用する形が多く、支払われる金額は日給月給と出来
高の併用が多い。ただし、場合によっては林業機械保有者を職員として雇用する森林組合・林業会
社も存在する。この場合、林業機械などを自前で用意し、そのレンタル料も込みで払われるため、結果
として通常より高い一日当たり平均支払額を受け取る現場職員もいる。このため、労働者の生産性を
反映した賃金としては、一日に支払われる平均支払額が適当といえるが、一日に支払われる平均支払
額が全て労働者の生産性を反映したものとは限らない。

4 . 取得したデータ項目と対象とするサンプル
取得したデータを用いて、一日当たり平均支払額の分布を描いたところ、概ね 3 万円を超えるあたり
からばらつきが強く見られた。栃木県ではおよそ 2 万 5 千円を超えるあたりから『高給』であるとされて
おり、一日当たり平均支払額 3 万円はかなり高い。このように極めて高い日給が支払われている理由と
しては、雇用者が所有する林業機械を一時的に事業体がレンタルするなど、生産性に対応した部分
以外の部分も含まれていることが想定される。この場合、林業機械のレンタル料を含める形で、日給が
支払われていることになる。ゆえに、これらは当人の生産性を踏まえた賃金とは判断できず、本研究で
は一日平均支払額が 3 万円を超える作業員を分析対象から外すこととし、さらに欠損値を抱える対象
者を外したため、結果として分析対象となるサンプルは 204 から 11 少ない 193となった。本研究では、
10に及ぶ林業事業体に協力を依頼し、合計 204の林業労働者データを収集した。山本（ 2015 ）では、
1 社に勤務する複数の従業員データを用いた分析のデメリットに「他の企業に適用できるかといった点
での普遍性・一般性が低くなる」
（ p.71 ）点を挙げており、複数企業に勤める複数従業員のデータを用
いた分析の意義を指摘している。
取得したデータは、年間支払額総額、従業日数、年齢、出身、学歴、林業就業開始年、基幹林業
作業士などの資格取得年、
「緑の雇用」研修生在籍年、従業形態、従業状況、班長・副班長等管理
職就任状況、労働災害状況、各種手当取得状況となる。
当初の研究計画では、これらのデータを用いて賃金関数及び離職関数を作成することを企図してい
た。しかしながら、収集の結果、離職は2015 年に関しては限られた事業体に集中していた。このため、
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離職については「緑の雇用」研修生データを用いて分析を行うこととした。
「緑の雇用」研修生データ
は、先に述べたように2003 年から開始された「緑の雇用」事業において研修生であった方たちのデー
タであり、緑の雇用が正式に開始された 2003 年以降における研修生の就業前ないし就業時点におけ
る状況と2015 年 3月末現在での定着状況が含まれている。

5 . 賃金関数の作成と分析
まず、賃金関数を推計する際に用いる変数を作成する。取得データより、労働市場経験年数、林業
経験年数は複数の項目から下記の方式を用いて計算式を用いて作成した。
年齢 = 2015 － 生まれ年
労働市場経験年数 = 年齢 － 教育年数 － 6＋1
林業経験年数 = 2015 － 林業就業開始年＋1
また、基幹林業作業士、林業技士、指導員、大型一種免許のいずれか一つでも資格を取得してい
る労働者に 1 を与える資格ダミー、班長・現場責任者・副班長などの職階にある労働者に 1 を与える
管理職ダミー、
「緑の雇用」研修生であれば、
トライアル、1 年目、2 年目、3 年目のいずれを問わず、1を
与える「緑の雇用」研修生ダミーを作成した。
これらを用いてミンサー型賃金関数を作成する。対象となった労働者の基本統計量は表 -1 であり、
これらを用いて実施した分析で表 -2のような結果が得られた。
表 -1 基本統計量

表 - 2 分析結果
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モデルでは、標準的なミンサー型賃金関数を想定し、これらに制御変数として上記で作成された保
有資格、
「緑の雇用」研修生、班長などの管理職を変数として含めることとした。結果、林業経験年
数は一次項で正値、二次項で負値を推計し、いずれも有意であった。一方で、労働市場経験年数は
一次項で正値、二次項で負値を採るがいずれも有意とはならなかった。また教育年数は負値を推計し
たが、やはり有意とはならなかった。それ以外の変数では、資格は 10 ％水準で有意となり、一方で緑
の雇用研修生であることは負値を推計するものの有意とはならなかった。また、管理職は有意を推計し
た。林・永田（ 2015 ）に見られるように、栃木県を対象とした分析においても、賃金は林業経験年数に
関して有意に働き、一次項が正値、二次項が負値を推計したことから、林業への経験年数に合わせ
て賃金は上昇していくもののその増加率は逓減していくことが示唆された。また推計値から一次項の
増加率は 0.03 であることから増加率は決して高いと言えないこと、ピークはおよそ 16 年程度で以後は
逓減することが示唆される。

6 . カプラン・マイヤー法による生存時間分析
次に離職要因についての分析を行なう。当初は、今回取得したデータを用いて離職要因も探るとし
てデータについて設計を行なっていたが、対象年を過去 3 年と限定していたこともあり、結果として離職
者が限られた事業体に偏っていた。このため、取得データによる分析をあきらめ、緑の雇用研修生デー
タを用いた分析を実施することとした。すでに述べたように、
『緑の雇用』事業は 2003 年に開始され現
在まで継続され、この事業で研修生となった新規就業者については研修終了後の定着状況が追跡調
査されている。ゆえに本データを用いて、研修生の属性別に在職期間がどのように変化しているのか
を分析することとする。
これまでにも述べたように、用いるデータは各個人に関する長期に亘る変化を把握するパネルデータ
となる。このため、離職要因分析として多用される生存時間分析が可能であり、将来的な多変量解析
の実施を見通しつつ、本研究ではカプラン・マイヤー法を用いる。カプラン・マイヤー法では、属性別に
生存時間関数を推計していく分析法で、各属性でどのような生存率曲線が描けるのかを把握すること
が目的となる。
「緑の雇用」研修生データにおいて取得可能な項目は、出生年月日、就職年月日、前職、就職の経
緯（入職経路）
、移住と就職（ U/I/Jターンと地元採用）
、2015 年 3月31日時点での在職状況（同じ事
業体での勤務、異なる事業体での勤務、独立、離職等）
、離職年月日、離職理由などとなる。
申請者のこれまでの聞き取りでは、地元外出身者は離職しやすいこと、縁故採用者で定着がよいこと
などの認識が各事業体の管理職にはあることがうかがえた。また、山口（2004）では、20 歳代と30 歳代
での定着率の際に着目し、20 歳代では就職後の仕事内容とのミスマッチから離職がそれなりに発生す
るのに対し、それらを踏まえて就職していく30 歳以上においては定着率が高まることを指摘している。
また、現在林業には多様なバックグラウンドを持った労働者が参入しているが、林業作業そのものは現
場作業が中心となり、職歴でブルーカラー経験者は比較的就業への負担が少ないが、ホワイトカラーの
みの経験者の場合、それまでの就業経験との間のギャップを埋めるのに苦労するかもしれない。
これから、加工した項目を追加作成し、定着率についての差異の有無を把握していくこととする。
具体的には、就職年月日と離職年月日から在職日数、前職からホワイトカラー職、入職経路からハ
ローワーク経由入職者、移住と就職から被地元採用者の変数を追加で作成した。分析に際しては、
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従業中の事故に伴う死亡者は分析対象に含めるが離職と見なさず、定年退職に伴う離職者は分析対
象から外すこととした。最終的なサンプルサイズは219となる。
用いた項目の基本統計量は表 -3のものとなる。
表 - 3 「緑の雇用」研修生に関する基本統計量

まず、これらの分布について分析を行なう。在職日数は最短で50日、最長で4382日、平均 1700日弱
となることから、平均して約 4.5 年、最長で見ると2003 年に「緑の雇用」研修生となり、現在まで継続し
て就職される方もいることがわかる。入職年齢、入職年齢 30・40 歳代を併せて見ると、30・40 代での
林業への新規就業は全体の約 55％を占めることから、林業への新規就業は 30 , 40 歳代を中心に行な
われることが示唆される。前職ブルーカラーに関しては、平均値が 0.71 なので、新規就業者の約 7 割
がブルーカラー系職業を前職としていることが示唆される。また、ハローワーク経由での就職は全体の
約 75 ％を占め、口コミや知人を通じた縁故採用が農山村での就職では大半を占めると考えがちだが、
「緑の雇用」が公的機関を通じた採用を義務付けていることもあって、ハローワーク経由による就職が
全体の4 分の3を占めると言える。移住と就職では、UIJターン就職者とこれをまとめた地元採用者を見
ると、全体の約 8 割が地元採用者と言える。2004 年以前利用事業体 2015 年度までに事業を利用した
事業体の 4 分の 3を占め、ほとんど 2004 年までに利用していた事業体で現在までに利用している事業
体の大半は構成されているといえる。
最後に定着状況に着目すると、林業からの離職者は全体の3 割 5 分、事業体からの離職者は4 割を
成し、直近に研修生となった者なども含めると研修生となった者のうちの約 65％は林業に定着し、事業
体を離れた者のうち、引き続き林業に従業している者は約 15％いることとなる。
続いて、これらを用いて生存時間分析を実施する。区分する属性は、上記の内容を踏まえ、入職年
齢 30 歳以上 /30 歳未満、前職ブルーカラー / ブルーカラー以外、ハローワーク経由 / ハローワーク以外
経由入職、地元採用 / 非地元採用、2004年前 /2005年以後事業利用開始事業体、などが考えられる。
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図 -1 入職年齢 30・40 代の定着率推移

図 - 2 前職ブルーカラーにおける定着率推移

図 - 3 ハローワーク経由就職者における定着推移

8

図 - 4 地元採用者における定着率推移

図 - 5 2004 年以前事業利用事業体における定着率推移

入職年齢 30 , 40 歳代とそれ以外では、全般的に 30・40 歳代の定着率がそれ以外に比べてやや定
着率が全般的に高く、しかしほとんど差は見られない、と言える。在職日数 2000日以上頃において差
がようやく見えるようになる。前職ブルーカラーと前職ブルーカラー以外では、定着率の推移にほとんど
差が見られなかった。もしかすると、前職をブルーカラーとする林業労働者よりも、例えば前職をホワイ
トカラーに類する職業としている林業労働者において、彼らがそれなりの覚悟をもって林業へ就業して
いるために結果として定着率は高くなり、結果として前職ブルーカラーとブルーカラー以外とで定着率
にさほど大きな差異が見られないのかもしれない。ハローワーク経由とそれ以外での就職に関しては、
ハローワーク経由就職の方がやや定着率が低いことがうかがえる。ハローワークでは、不特定多数の
求職者を対象とした求人が出され、求職者側も具体的な業務内容についてはよく理解できていない。
結果として、林業に絞られた求人ガイダンスなどと比べて就業後のミスマッチが生じやすく、離職が比
較的発生しやすいのかもしれない。最後に、地元採用と地元採用以外では 600日以降において定着
率に大きく差が見られるようになる。本研究の賃金関数作成において、少なくとも賃金決定においてそ
れまでの職業経験や教育経験がそこまで高く評価されないことが示唆された。地元外採用の場合、
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就職に当たり移住が伴っているので、住環境の変化が大きく変化し、加えて職業がそれまでとかなり異
なることから、初めの 1 ～ 2 年間は耐えられるものの、やがて耐えられなくなる、というケースが少なから
ずあるのかもしれない。

7 . まとめ
本研究では、10 の林業事業体によるデータ提供協力の下で賃金関数を作成し、
「緑の雇用」研修
生データを用いて属性別での定着率の違いについて分析を実施した。その結果、林・永田（ 2015 ）に
見られるように、林業経験年数は賃金上昇に影響を与える一方、教育年数や労働市場経験年数は賃
金上昇に有意に影響しないことが示唆された。また、管理職であることは有意に賃金を上昇させ、資
格保有もまた有意に賃金を上昇させるかもしれず、一方で「緑の雇用」研修生であると有意ではない
が賃金をやや下げることが示唆された。林・永田（ 2015 ）でも、管理職は明らかに賃金を上昇させ、
資格保有は有意に上昇させるとは必ずしも言えず、
「緑の雇用」研修生であることは賃金を下げるかも
しれないことが示唆された。本来、
「緑の雇用」研修生となることは月9 万円の助成を一人当たり受ける
こととなるので、賃金上昇をもたらすと想定され、もしかしたら初期において推計値はやや低い値を採っ
ているのかもしれない。
定着率については、入職年齢が 30・40 代とそれ以外との間に差は見られず、前職ブルーカラーで
あることはそれ以外を前職としている者とにおいても、定着率に差が見られなかった。一方で、地元採
用は初期での定着率はほぼ差がないものの、2 年を過ぎた頃からの定着率が U/I/Jターン者よりも定
着率がはるかに高いことが示唆され、ハローワーク経由での就職とハローワーク以外経由での就職とで
も、定着率に多少の差異が見られた。
これまでにも指摘されてきたが、林業は好況の影響を受けづらく、好況時に業績が伸びることが少な
い。結果として、林業には不況時に他の職業との間の差が縮まって入職者が増える一方、好況時には
離職者が増加する。本研究の成果は、この動きの背景となる部分を一定程度示唆しているといえる。
ただし、本研究には課題もある。賃金分析では、事業体の特性を変数に組込んでおらず、事業体
間での特徴の違いを分析に含めていない。これを踏まえることで、今後分析結果が異なってくることも
考えられる。また、離職要因に関しては、属性別に定着率の推移の違いを捉えたが、実際に複数の要
因について検討した場合にどの要因が効いてくるのかについては、今後分析を深めて明らかにしてい
くべきである。これらは今後の課題として取り組んでいきたい。
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