
★林業経営体とは：森林組合や林業会社などのこと。「緑の雇用」事業は、年度ごとに承認を受けた林業経営体が対象となります。
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　本県の森林づくりは、
森林組合や林業会社等の
事業体により積極的に	
取り組まれています。

林業の仕事

地拵え搬出

植栽伐採

下刈間伐

除伐枝打

林業生産活動
のサイクル

50年～100年

山･
森･

林･

木
と
と
も
に

信
州
の
森
林
で
働
こ
う
！

（一財）長 野 県 林 業 労 働 財 団
長野県林業労働確保支援センター

一般財団法人 長野県林業労働財団
　長野県長野市岡田町30-16
　TEL：026-225-6080　FAX：026-225-6557
　https://nrinrou.net/

長野県林務部信州の木活用課担い手係
　TEL：026-235-7274
　FAX：026-235-7364
　https://www.pref.nagano.lg.jp/

  お問い合わせ先
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都道府県単位で実施し、年間21日～29日程度の
座学と実習を同じ年次の仲間と共に学びます。

【研修中に実施する特別講習や技能講習等】
刈払機取扱作業者、伐木等の業務（チェーンソー作業）、玉掛
け技能講習、不整地運搬車運転技能講習、荷役運搬機械によ
るはい作業従事者、機械集材装置の運転業務、簡易架線集材
装置の運転業務、伐木等機械の運転業務 など

就業している林業経営体にて実施
林業経営体の指導員（FL、FM）によるOJT研修を
行い、働きながら学びます。

短期雇用や試用期間中
に、林業経営体★にて
実施

林業経営体の指導員による
OJT研修

実施しません

林業就業希望者が、仕事や職
場にあっているか試す就業

新規就業者の方を対象に、集合研修や実地研修（ＯＪＴ）を通じて、林業の
基礎を身に着け、一人前の現場技能者になる能力を段階的に身につけます。

トライアル雇用 林業作業士（フォレストワーカー）ＦＷ研修　３ヶ年

３ケ月 ８ケ月／年
ＦＷ１年目 ＦＷ２年目 ＦＷ３年目

林業作業士（FW）研修内容



長野県下の森林づくりの事業体
■佐久地域

事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号
1 佐久森林組合 384-0092 小諸市大字平原字四ﾂ谷原967-1 0267-22-8501

2 東信素材生産事業協同組合 384-0092 小諸市大字平原字四ツ谷原995-1 0267-22-5045

3 ㈲須江林産 385-0022 佐久市大字岩村田1267-11 0267-67-2416

4 ㈲中島林業 385-0043 佐久市大字取出町203-7 0267-62-5700

5 ㈱笹崎材木店 384-0621 佐久市入澤655 0267-82-3540

6 ㈱アクロス 385-0052 佐久市原138-12 0267-64-8550

7 ㈱川上 384-0303 佐久市下小田切245-1 0267-77-7260

8 南佐久中部森林組合 384-1105 南佐久郡小海町大字千代里3166-1 0267-92-2070

9 双葉林業合資会社 384-1102 南佐久郡小海町大字小海箕輪3317 0267-92-1050

10 南佐久北部森林組合 384-0503 南佐久郡佐久穂町大字海瀬2766-3 0267-86-4202

11 ㈲カネホ木材 384-0503 南佐久郡佐久穂町海瀬6402-1 0267-86-3000

12 ㈱吉本 384-0611 南佐久郡佐久穂町大字平林121 0267-86-4305

13 南佐久南部森林組合 384-1405 南佐久郡川上村大字大深山542 0267-97-2518

14 ㈱北相木森水舎 384-1201 南佐久郡北相木村222-1 090-7571-0380

15 ㈲堀内林業 389-0115 北佐久郡軽井沢町追分1252-52 0267-45-1005

16 内堀林業㈱ 389-0201 北佐久郡御代田町大字塩野896 0267-32-3154

17 蓼科高原農場㈲ 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田2000-1 0267-51-5211

■南信州地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

43 飯伊森林組合 395-0033 飯田市常盤町30番地 0265-22-0604

44 ㈲北原土木 395-0077 飯田市丸山町4-5583-2 0265-24-1178

45 長野木材チップ工業㈲ 399-2602 飯田市下久堅下虎岩430 0265-29-7696

46 中部フォレスト㈱ 395-0153 飯田市上殿岡361 0265-25-6121

47 ㈲矢守産業 395-0153 飯田市上殿岡340-4 0265-25-8567

48 ㈲南信チップセンター 399-2434 飯田市伊豆木6139-1 0265-27-4274

49 ツリーライフサポート㈱ 395-0151 飯田市北方3445番地3 0265-25-7341

50 和合森林組合 399-1611 下伊那郡阿南町和合886 0260-24-2903

51 杣人 399-1505 下伊那郡阿南町富草8205 070-4379-8805

52 根羽村森林組合 395-0701 下伊那郡根羽村407番地10 0265-49-2120

■木曽地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

53 ひのき精香㈱ 399-5603 木曽郡上松町駅前通り2-8 0264-52-1020

54 木曽協和産業㈱ 399-5601 木曽郡上松町上松367-1 0264-52-2110

55 ㈲大井木材 399-5606 木曽郡上松町緑町2-10-2 0264-24-0720

56 南木曽町森林組合 399-5301 木曽郡南木曽町読書3222-1 0264-57-2383

57 ㈲ヤマカ木材 399-5301 木曽郡南木曽町読書2435-2 0264-57-2538

58 木曽森林組合 399-6101 木曽郡木曽町日義4898-37 0264-23-8101

59 木曽土建工業㈱ 399-6203 木曽郡木祖村小木曽172-2 0264-36-2555

60 王滝林業㈲ 397-0201 木曽郡王滝村4563-2 0264-48-2363

61 ㈲島尻木材 397-0201 木曽郡王滝村2716 0264-48-2729

62 ㈱藤本林業 397-0201 木曽郡王滝村3152-1 0264-48-2688

63 木曽南部森林組合 399-5504 木曽郡大桑村野尻160-27 0264-55-3801

64 ㈲今井木材 399-5504 木曽郡大桑村野尻981-ハ-3 0264-55-2161

■松本地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

65 横山木材㈲ 390-0314 松本市岡田伊深243-1 0263-46-2136

66 ㈱柳沢林業 390-0313 松本市岡田下岡田774-1 0263-87-5361

67 オガサワラ林業㈲ 390-0823 松本市中山4135番地4 0263-87-6377

68 ㈲レックプランニング 390-1241 松本市新村原田2933-11 0263-48-3471

69 松本建設㈲ 399-0711 塩尻市大字片丘5010番地133 0263-51-6363

70 ㈲住岡産業 399-0724 塩尻市上西条121-1 0263-54-6010

71 ㈱秀建 399-6461 塩尻市大字宗賀1156番3 0263-53-4300

72 松本広域森林組合 399-8102 安曇野市三郷温4000 0263-77-2413

73 ㈲板橋林産 399-8211 安曇野市堀金烏川987-3 0263-73-9755

■長野地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

76 長野森林組合 380-0915 長野市大字稲葉字上千田沖134番地2 026-217-8822

77 みどり産業㈱ 380-0917 長野市大字稲葉2413-3　長野林友ﾋﾞﾙ2階 026-224-8708

78 長野県森林組合連合会 380-0936 長野市中御所30-16 026-226-2504

79 北信木材生産センター協同組合 381-0003 長野市大字穂保字中ノ配342 026-296-2665

80 大平林業建設 381-0037 長野市西和田1-17-47 026-243-0830

81 宮澤木材産業㈱ 381-0074 長野市中曽根2188-5 026-239-0588

82 ㈱シモダ 381-0201 上高井郡小布施町小布施870番地1 026-247-2311

■北信地域	
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

83 北信州森林組合 383-0061 中野市大字壁田938-1 0269-38-0371

84 徳竹林業㈱ 381-0405 下高井郡山ノ内町夜間瀬11871 090-7017-9949

85 栄村森林組合 389-2702 下水内郡栄村大字北信3586-4 0269-87-2352

■北アルプス地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

74 北アルプス森林組合 398-0001 大町市大字平10788-1 0261-22-0711

75 企業組合	山仕事創造舎 398-0002 大町市大町3300-1 つくだビル3階 0261-85-0940

■上田地域	
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

18 信州上小森林組合 386-1212 上田市大字富士山2464-226 0268-39-8522

19 ㈲金山林業 386-0403 上田市腰越1923-1 0268-43-3898

20 ㈱小山林産 386-0507 上田市武石上本入1124-1 0268-41-4570

21 ㈱創恒 386-1213 上田市古安曽1593-1 0268-39-2888

22 ㈱真設 386-2202 上田市真田町本原3023 0268-72-4606

23 ㈱高山 386-1102 上田市上田原765-1 0268-24-7208

24 ㈱弘法林業 386-1601 小県郡青木村田沢1321-1 0268-49-0213

■諏訪地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

25 諏訪森林組合 391-0013 茅野市宮川4392-1 0266-73-2350

26 ㈲中央緑化 394-0005 岡谷市山下町2-21-6 0266-23-3738

27 ㈱飯森林業 394-0044 岡谷市湊5丁目13番15号 0266-78-4150

28 ㈲早川実業 394-0047 岡谷市川岸中三丁目6-26 0266-58-6577

29 細川木材㈱ 399-0211 諏訪郡富士見町富士見10709 0266-62-2511

30 ㈱緑化創造舎 391-0111 諏訪郡原村18014 0266-75-3630

■上伊那地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

31 上伊那森林組合 399-4432 伊那市東春近1604-1 0265-72-3232

32 平澤林産㈲ 399-4431 伊那市大字西春近4105 0265-78-2228

33 ㈱クオリス 396-0621 伊那市富県7056-1 0265-74-5255

34 企業組合　山人 396-0001 伊那市福島1147-2 0265-98-9688

35 盛木材 396-0304 伊那市高遠町山室26 0265-94-1132

36 ㈲しんみらい開発 396-0111 伊那市美篶7683-1 0265-78-3988

37 ㈱薪一 396-0111 伊那市美篶7310-117 0265-71-5595

38 ㈱つなぐ里山 396-0402 伊那市長谷溝口1501-1 0265-98-7097

39 島崎山林塾企業組合 399-4501 伊那市西箕輪5539-7 070-2838-7079

40 NPO法人	森林環境 399-4104 駒ヶ根市経塚7-11 0265-81-4803

41 ㈲浜屋木材 399-0422 上伊那郡辰野町大字平出3636-2 0266-43-0885

42 ㈲髙遠興産 399-4511 上伊那郡南箕輪村久保1535-15 0265-96-0073

（令和4年4月1日現在）

▶認定事業体一覧　85事業体 ▶森林への就業にむけて

ステップ１ 林業に関する情報収集・就業相談、移住相談

ステップ 2 林業の現場体験・適性確認

ステップ 3 就職先の選定

■森林の仕事ガイダンス（東京・大阪・名古屋・福岡）
　　林業への就業を検討されている方に全国の都道府県が個別相談に応じます
　●主催者：全国森林組合連合会
　●日程等：名古屋（9/23）、大阪（10/8）、東京（10/22）、福岡（11/5）
　●Ｈ　Ｐ：https://www.ringyou.net/（「緑の雇用」RINGYOU.NET）

■森林の仕事エリアガイダンス（長野県内）
　　林業への就業を検討されている方に財団職員が個別相談に応じます
　●主催者：一般財団法人長野県林業労働財団
　●日程等：佐久会場（8/27）、塩尻会場（1/21）
　●Ｈ　Ｐ：http://nrinrou.net/（一般財団法人長野県林業労働財団）

■研修見学会（長野県内）
　　就業間もない技能者の研修現場見学と林業就業に関する個別相談
　●主催者：（一財）長野県林業労働財団
　●対象者：林業就業希望者など
　●会　場：長野県林業総合センター（塩尻市片丘）
　●日程等：  6/28、6/29、7/7、7/8、7/20、7/21、9/6、9/7、9/13、9/14（10回）
　●受講料：無料
　●定　員：各回５名程度

■林業就業支援講習
　　林業の基礎知識の習得・現場体験、就業相談など
　●対象者：林業就業希望者など
　●日程等：１日コース、５日間コース、20日間コース等が設定される予定です。
　●受講料：無料（交通費等は参加者負担となります。）
　●定　員：コース別に設定される予定です。
　※詳細は今後決定されますが、講習会の開催は９月以降となる予定です。
　　決まり次第、（一財）長野県林業労働財団HP等でお知らせします。

■共同就職説明会（長野県内）
　　新規採用を予定する林業会社・森林組合などの採用担当者との個別面談
　●主催者：（一財）長野県林業労働財団
　●対象者：林業就業希望者
　●日程等：佐久会場（８/27）、塩尻会場（１/21）
　●Ｒ３実績：参加事業体数　約36社　求人数　約60名　採用率　約15％

■長野県の就業相談窓口
　　JOBサポ信州（アデコ株式会社が運営）
　　　オンラインセミナー開催、求人事業体とのマッチングなど

■「緑の雇用」新規就業者育成推進事業（林業作業士）
　 　安全で効率的な作業を行うための基本的な研修（集合研修＋OJT研修）を３年間行うことがで

きます。
　●実施者：（一財）長野県林業労働財団及び就職先の経営体
　●対象者：労確法に基づく認定を受けた経営体へ就業した者
　●備　考：集合研修では、林業作業に必要な各種資格等の取得が可能です。

■新規就業者向け森林・林業講座
　●実施者：（一財）長野県林業労働財団及び就職先の経営体
　●対象者：労確法に基づく認定を受けた経営体へ就業した者
　●備　考：集合研修では、林業作業に必要な各種資格等の取得が可能です。

■林業就業オンライン相談
　　全国の都道府県が相談者の都合の良い日時にオンラインで相談に応じます
　●アクセス：「緑の雇用」RINGYOU.NET内の特設サイトから申し込みができます。

■YouTubeチャンネル（長野県林務部）
　https://www.youtube.com/channel/UCT_WgwyjiMqUwriKIRhmI8A/videos

■信州就林セミナー
　　長野県への移住を検討している方向けに林業の理解を深めるセミナー
　●主催者：長野県林務部　共催者：（一財）長野県林業労働財団
　●対象者：林業就業希望者、林業に関心のある者　（定員各回20名程度）
　●日程等：年２回（６/19、11/20）
　●参加費：無料
　●アクセス：銀座NAGANOのHPから

■移住等相談窓口
　●東　京：銀座NAGANO移住・交流センター（長野県のアンテナショップ）
　　　　　　移住セミナー等随時開催
　　　　　　　中央区銀座5-6-5 NOCOビル ５階　☎03－6274－6016
　　　　　　　HP  https://www.ginza-nagano.jp
　●東　京：ふるさと回帰支援センター（長野県の相談窓口を常設）
　　　　　　長野県内市町村の移住促進情報満載
　　　　　　　千代田区有楽町 東京交通会館 ８階　☎03－6273－4401
　　　　　　　HP  https://www.furusatokaiki.net/
　●大　阪：大阪移住・交流サポートデスク
　　　　　　　北区梅田1-3-1-800 駅前第１ビル ８階　☎06-6456-2889
　●名古屋：名古屋移住・交流サポートデスク
　　　　　　　中区栄4-16-36 久屋中日ビル ４階　☎052-251-1441
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★林業経営体とは：森林組合や林業会社などのこと。「緑の雇用」事業は、年度ごとに承認を受けた林業経営体が対象となります。
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　本県の森林づくりは、
森林組合や林業会社等の
事業体により積極的に	
取り組まれています。

林業の仕事

地拵え搬出

植栽伐採

下刈間伐

除伐枝打
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（一財）長 野 県 林 業 労 働 財 団
長野県林業労働確保支援センター

一般財団法人 長野県林業労働財団
　長野県長野市岡田町30-16
　TEL：026-225-6080　FAX：026-225-6557
　https://nrinrou.net/

長野県林務部信州の木活用課担い手係
　TEL：026-235-7274
　FAX：026-235-7364
　https://www.pref.nagano.lg.jp/

  お問い合わせ先

集
合
研
修

実
地
研
修

都道府県単位で実施し、年間21日～29日程度の
座学と実習を同じ年次の仲間と共に学びます。

【研修中に実施する特別講習や技能講習等】
刈払機取扱作業者、伐木等の業務（チェーンソー作業）、玉掛
け技能講習、不整地運搬車運転技能講習、荷役運搬機械によ
るはい作業従事者、機械集材装置の運転業務、簡易架線集材
装置の運転業務、伐木等機械の運転業務 など

就業している林業経営体にて実施
林業経営体の指導員（FL、FM）によるOJT研修を
行い、働きながら学びます。

短期雇用や試用期間中
に、林業経営体★にて
実施

林業経営体の指導員による
OJT研修

実施しません

林業就業希望者が、仕事や職
場にあっているか試す就業

新規就業者の方を対象に、集合研修や実地研修（ＯＪＴ）を通じて、林業の
基礎を身に着け、一人前の現場技能者になる能力を段階的に身につけます。

トライアル雇用 林業作業士（フォレストワーカー）ＦＷ研修　３ヶ年

３ケ月 ８ケ月／年
ＦＷ１年目 ＦＷ２年目 ＦＷ３年目

林業作業士（FW）研修内容



長野県下の森林づくりの事業体
■佐久地域

事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号
1 佐久森林組合 384-0092 小諸市大字平原字四ﾂ谷原967-1 0267-22-8501

2 東信素材生産事業協同組合 384-0092 小諸市大字平原字四ツ谷原995-1 0267-22-5045

3 ㈲須江林産 385-0022 佐久市大字岩村田1267-11 0267-67-2416

4 ㈲中島林業 385-0043 佐久市大字取出町203-7 0267-62-5700

5 ㈱笹崎材木店 384-0621 佐久市入澤655 0267-82-3540

6 ㈱アクロス 385-0052 佐久市原138-12 0267-64-8550

7 ㈱川上 384-0303 佐久市下小田切245-1 0267-77-7260

8 南佐久中部森林組合 384-1105 南佐久郡小海町大字千代里3166-1 0267-92-2070

9 双葉林業合資会社 384-1102 南佐久郡小海町大字小海箕輪3317 0267-92-1050

10 南佐久北部森林組合 384-0503 南佐久郡佐久穂町大字海瀬2766-3 0267-86-4202

11 ㈲カネホ木材 384-0503 南佐久郡佐久穂町海瀬6402-1 0267-86-3000

12 ㈱吉本 384-0611 南佐久郡佐久穂町大字平林121 0267-86-4305

13 南佐久南部森林組合 384-1405 南佐久郡川上村大字大深山542 0267-97-2518

14 ㈱北相木森水舎 384-1201 南佐久郡北相木村222-1 090-7571-0380

15 ㈲堀内林業 389-0115 北佐久郡軽井沢町追分1252-52 0267-45-1005

16 内堀林業㈱ 389-0201 北佐久郡御代田町大字塩野896 0267-32-3154

17 蓼科高原農場㈲ 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田2000-1 0267-51-5211

■南信州地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

43 飯伊森林組合 395-0033 飯田市常盤町30番地 0265-22-0604

44 ㈲北原土木 395-0077 飯田市丸山町4-5583-2 0265-24-1178

45 長野木材チップ工業㈲ 399-2602 飯田市下久堅下虎岩430 0265-29-7696

46 中部フォレスト㈱ 395-0153 飯田市上殿岡361 0265-25-6121

47 ㈲矢守産業 395-0153 飯田市上殿岡340-4 0265-25-8567

48 ㈲南信チップセンター 399-2434 飯田市伊豆木6139-1 0265-27-4274

49 ツリーライフサポート㈱ 395-0151 飯田市北方3445番地3 0265-25-7341

50 和合森林組合 399-1611 下伊那郡阿南町和合886 0260-24-2903

51 杣人 399-1505 下伊那郡阿南町富草8205 070-4379-8805

52 根羽村森林組合 395-0701 下伊那郡根羽村407番地10 0265-49-2120

■木曽地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

53 ひのき精香㈱ 399-5603 木曽郡上松町駅前通り2-8 0264-52-1020

54 木曽協和産業㈱ 399-5601 木曽郡上松町上松367-1 0264-52-2110

55 ㈲大井木材 399-5606 木曽郡上松町緑町2-10-2 0264-24-0720

56 南木曽町森林組合 399-5301 木曽郡南木曽町読書3222-1 0264-57-2383

57 ㈲ヤマカ木材 399-5301 木曽郡南木曽町読書2435-2 0264-57-2538

58 木曽森林組合 399-6101 木曽郡木曽町日義4898-37 0264-23-8101

59 木曽土建工業㈱ 399-6203 木曽郡木祖村小木曽172-2 0264-36-2555

60 王滝林業㈲ 397-0201 木曽郡王滝村4563-2 0264-48-2363

61 ㈲島尻木材 397-0201 木曽郡王滝村2716 0264-48-2729

62 ㈱藤本林業 397-0201 木曽郡王滝村3152-1 0264-48-2688

63 木曽南部森林組合 399-5504 木曽郡大桑村野尻160-27 0264-55-3801

64 ㈲今井木材 399-5504 木曽郡大桑村野尻981-ハ-3 0264-55-2161

■松本地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

65 横山木材㈲ 390-0314 松本市岡田伊深243-1 0263-46-2136

66 ㈱柳沢林業 390-0313 松本市岡田下岡田774-1 0263-87-5361

67 オガサワラ林業㈲ 390-0823 松本市中山4135番地4 0263-87-6377

68 ㈲レックプランニング 390-1241 松本市新村原田2933-11 0263-48-3471

69 松本建設㈲ 399-0711 塩尻市大字片丘5010番地133 0263-51-6363

70 ㈲住岡産業 399-0724 塩尻市上西条121-1 0263-54-6010

71 ㈱秀建 399-6461 塩尻市大字宗賀1156番3 0263-53-4300

72 松本広域森林組合 399-8102 安曇野市三郷温4000 0263-77-2413

73 ㈲板橋林産 399-8211 安曇野市堀金烏川987-3 0263-73-9755

■長野地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

76 長野森林組合 380-0915 長野市大字稲葉字上千田沖134番地2 026-217-8822

77 みどり産業㈱ 380-0917 長野市大字稲葉2413-3　長野林友ﾋﾞﾙ2階 026-224-8708

78 長野県森林組合連合会 380-0936 長野市中御所30-16 026-226-2504

79 北信木材生産センター協同組合 381-0003 長野市大字穂保字中ノ配342 026-296-2665

80 大平林業建設 381-0037 長野市西和田1-17-47 026-243-0830

81 宮澤木材産業㈱ 381-0074 長野市中曽根2188-5 026-239-0588

82 ㈱シモダ 381-0201 上高井郡小布施町小布施870番地1 026-247-2311

■北信地域	
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

83 北信州森林組合 383-0061 中野市大字壁田938-1 0269-38-0371

84 徳竹林業㈱ 381-0405 下高井郡山ノ内町夜間瀬11871 090-7017-9949

85 栄村森林組合 389-2702 下水内郡栄村大字北信3586-4 0269-87-2352

■北アルプス地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

74 北アルプス森林組合 398-0001 大町市大字平10788-1 0261-22-0711

75 企業組合	山仕事創造舎 398-0002 大町市大町3300-1 つくだビル3階 0261-85-0940

■上田地域	
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

18 信州上小森林組合 386-1212 上田市大字富士山2464-226 0268-39-8522

19 ㈲金山林業 386-0403 上田市腰越1923-1 0268-43-3898

20 ㈱小山林産 386-0507 上田市武石上本入1124-1 0268-41-4570

21 ㈱創恒 386-1213 上田市古安曽1593-1 0268-39-2888

22 ㈱真設 386-2202 上田市真田町本原3023 0268-72-4606

23 ㈱高山 386-1102 上田市上田原765-1 0268-24-7208

24 ㈱弘法林業 386-1601 小県郡青木村田沢1321-1 0268-49-0213

■諏訪地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

25 諏訪森林組合 391-0013 茅野市宮川4392-1 0266-73-2350

26 ㈲中央緑化 394-0005 岡谷市山下町2-21-6 0266-23-3738

27 ㈱飯森林業 394-0044 岡谷市湊5丁目13番15号 0266-78-4150

28 ㈲早川実業 394-0047 岡谷市川岸中三丁目6-26 0266-58-6577

29 細川木材㈱ 399-0211 諏訪郡富士見町富士見10709 0266-62-2511

30 ㈱緑化創造舎 391-0111 諏訪郡原村18014 0266-75-3630

■上伊那地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

31 上伊那森林組合 399-4432 伊那市東春近1604-1 0265-72-3232

32 平澤林産㈲ 399-4431 伊那市大字西春近4105 0265-78-2228

33 ㈱クオリス 396-0621 伊那市富県7056-1 0265-74-5255

34 企業組合　山人 396-0001 伊那市福島1147-2 0265-98-9688

35 盛木材 396-0304 伊那市高遠町山室26 0265-94-1132

36 ㈲しんみらい開発 396-0111 伊那市美篶7683-1 0265-78-3988

37 ㈱薪一 396-0111 伊那市美篶7310-117 0265-71-5595

38 ㈱つなぐ里山 396-0402 伊那市長谷溝口1501-1 0265-98-7097

39 島崎山林塾企業組合 399-4501 伊那市西箕輪5539-7 070-2838-7079

40 NPO法人	森林環境 399-4104 駒ヶ根市経塚7-11 0265-81-4803

41 ㈲浜屋木材 399-0422 上伊那郡辰野町大字平出3636-2 0266-43-0885

42 ㈲髙遠興産 399-4511 上伊那郡南箕輪村久保1535-15 0265-96-0073

（令和4年4月1日現在）

▶認定事業体一覧　85事業体 ▶森林への就業にむけて

ステップ１ 林業に関する情報収集・就業相談、移住相談

ステップ 2 林業の現場体験・適性確認

ステップ 3 就職先の選定

■森林の仕事ガイダンス（東京・大阪・名古屋・福岡）
　　林業への就業を検討されている方に全国の都道府県が個別相談に応じます
　●主催者：全国森林組合連合会
　●日程等：名古屋（9/23）、大阪（10/8）、東京（10/22）、福岡（11/5）
　●Ｈ　Ｐ：https://www.ringyou.net/（「緑の雇用」RINGYOU.NET）

■森林の仕事エリアガイダンス（長野県内）
　　林業への就業を検討されている方に財団職員が個別相談に応じます
　●主催者：一般財団法人長野県林業労働財団
　●日程等：佐久会場（8/27）、塩尻会場（1/21）
　●Ｈ　Ｐ：http://nrinrou.net/（一般財団法人長野県林業労働財団）

■研修見学会（長野県内）
　　就業間もない技能者の研修現場見学と林業就業に関する個別相談
　●主催者：（一財）長野県林業労働財団
　●対象者：林業就業希望者など
　●会　場：長野県林業総合センター（塩尻市片丘）
　●日程等：  6/28、6/29、7/7、7/8、7/20、7/21、9/6、9/7、9/13、9/14（10回）
　●受講料：無料
　●定　員：各回５名程度

■林業就業支援講習
　　林業の基礎知識の習得・現場体験、就業相談など
　●対象者：林業就業希望者など
　●日程等：１日コース、５日間コース、20日間コース等が設定される予定です。
　●受講料：無料（交通費等は参加者負担となります。）
　●定　員：コース別に設定される予定です。
　※詳細は今後決定されますが、講習会の開催は９月以降となる予定です。
　　決まり次第、（一財）長野県林業労働財団HP等でお知らせします。

■共同就職説明会（長野県内）
　　新規採用を予定する林業会社・森林組合などの採用担当者との個別面談
　●主催者：（一財）長野県林業労働財団
　●対象者：林業就業希望者
　●日程等：佐久会場（８/27）、塩尻会場（１/21）
　●Ｒ３実績：参加事業体数　約36社　求人数　約60名　採用率　約15％

■長野県の就業相談窓口
　　JOBサポ信州（アデコ株式会社が運営）
　　　オンラインセミナー開催、求人事業体とのマッチングなど

■「緑の雇用」新規就業者育成推進事業（林業作業士）
　 　安全で効率的な作業を行うための基本的な研修（集合研修＋OJT研修）を３年間行うことがで

きます。
　●実施者：（一財）長野県林業労働財団及び就職先の経営体
　●対象者：労確法に基づく認定を受けた経営体へ就業した者
　●備　考：集合研修では、林業作業に必要な各種資格等の取得が可能です。

■新規就業者向け森林・林業講座
　●実施者：（一財）長野県林業労働財団及び就職先の経営体
　●対象者：労確法に基づく認定を受けた経営体へ就業した者
　●備　考：集合研修では、林業作業に必要な各種資格等の取得が可能です。

■林業就業オンライン相談
　　全国の都道府県が相談者の都合の良い日時にオンラインで相談に応じます
　●アクセス：「緑の雇用」RINGYOU.NET内の特設サイトから申し込みができます。

■YouTubeチャンネル（長野県林務部）
　https://www.youtube.com/channel/UCT_WgwyjiMqUwriKIRhmI8A/videos

■信州就林セミナー
　　長野県への移住を検討している方向けに林業の理解を深めるセミナー
　●主催者：長野県林務部　共催者：（一財）長野県林業労働財団
　●対象者：林業就業希望者、林業に関心のある者　（定員各回20名程度）
　●日程等：年２回（６/19、11/20）
　●参加費：無料
　●アクセス：銀座NAGANOのHPから

■移住等相談窓口
　●東　京：銀座NAGANO移住・交流センター（長野県のアンテナショップ）
　　　　　　移住セミナー等随時開催
　　　　　　　中央区銀座5-6-5 NOCOビル ５階　☎03－6274－6016
　　　　　　　HP  https://www.ginza-nagano.jp
　●東　京：ふるさと回帰支援センター（長野県の相談窓口を常設）
　　　　　　長野県内市町村の移住促進情報満載
　　　　　　　千代田区有楽町 東京交通会館 ８階　☎03－6273－4401
　　　　　　　HP  https://www.furusatokaiki.net/
　●大　阪：大阪移住・交流サポートデスク
　　　　　　　北区梅田1-3-1-800 駅前第１ビル ８階　☎06-6456-2889
　●名古屋：名古屋移住・交流サポートデスク
　　　　　　　中区栄4-16-36 久屋中日ビル ４階　☎052-251-1441
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長野県下の森林づくりの事業体
■佐久地域

事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号
1 佐久森林組合 384-0092 小諸市大字平原字四ﾂ谷原967-1 0267-22-8501

2 東信素材生産事業協同組合 384-0092 小諸市大字平原字四ツ谷原995-1 0267-22-5045

3 ㈲須江林産 385-0022 佐久市大字岩村田1267-11 0267-67-2416

4 ㈲中島林業 385-0043 佐久市大字取出町203-7 0267-62-5700

5 ㈱笹崎材木店 384-0621 佐久市入澤655 0267-82-3540

6 ㈱アクロス 385-0052 佐久市原138-12 0267-64-8550

7 ㈱川上 384-0303 佐久市下小田切245-1 0267-77-7260

8 南佐久中部森林組合 384-1105 南佐久郡小海町大字千代里3166-1 0267-92-2070

9 双葉林業合資会社 384-1102 南佐久郡小海町大字小海箕輪3317 0267-92-1050

10 南佐久北部森林組合 384-0503 南佐久郡佐久穂町大字海瀬2766-3 0267-86-4202

11 ㈲カネホ木材 384-0503 南佐久郡佐久穂町海瀬6402-1 0267-86-3000

12 ㈱吉本 384-0611 南佐久郡佐久穂町大字平林121 0267-86-4305

13 南佐久南部森林組合 384-1405 南佐久郡川上村大字大深山542 0267-97-2518

14 ㈱北相木森水舎 384-1201 南佐久郡北相木村222-1 090-7571-0380

15 ㈲堀内林業 389-0115 北佐久郡軽井沢町追分1252-52 0267-45-1005

16 内堀林業㈱ 389-0201 北佐久郡御代田町大字塩野896 0267-32-3154

17 蓼科高原農場㈲ 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田2000-1 0267-51-5211

■南信州地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

43 飯伊森林組合 395-0033 飯田市常盤町30番地 0265-22-0604

44 ㈲北原土木 395-0077 飯田市丸山町4-5583-2 0265-24-1178

45 長野木材チップ工業㈲ 399-2602 飯田市下久堅下虎岩430 0265-29-7696

46 中部フォレスト㈱ 395-0153 飯田市上殿岡361 0265-25-6121

47 ㈲矢守産業 395-0153 飯田市上殿岡340-4 0265-25-8567

48 ㈲南信チップセンター 399-2434 飯田市伊豆木6139-1 0265-27-4274

49 ツリーライフサポート㈱ 395-0151 飯田市北方3445番地3 0265-25-7341

50 和合森林組合 399-1611 下伊那郡阿南町和合886 0260-24-2903

51 杣人 399-1505 下伊那郡阿南町富草8205 070-4379-8805

52 根羽村森林組合 395-0701 下伊那郡根羽村407番地10 0265-49-2120

■木曽地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

53 ひのき精香㈱ 399-5603 木曽郡上松町駅前通り2-8 0264-52-1020

54 木曽協和産業㈱ 399-5601 木曽郡上松町上松367-1 0264-52-2110

55 ㈲大井木材 399-5606 木曽郡上松町緑町2-10-2 0264-24-0720

56 南木曽町森林組合 399-5301 木曽郡南木曽町読書3222-1 0264-57-2383

57 ㈲ヤマカ木材 399-5301 木曽郡南木曽町読書2435-2 0264-57-2538

58 木曽森林組合 399-6101 木曽郡木曽町日義4898-37 0264-23-8101

59 木曽土建工業㈱ 399-6203 木曽郡木祖村小木曽172-2 0264-36-2555

60 王滝林業㈲ 397-0201 木曽郡王滝村4563-2 0264-48-2363

61 ㈲島尻木材 397-0201 木曽郡王滝村2716 0264-48-2729

62 ㈱藤本林業 397-0201 木曽郡王滝村3152-1 0264-48-2688

63 木曽南部森林組合 399-5504 木曽郡大桑村野尻160-27 0264-55-3801

64 ㈲今井木材 399-5504 木曽郡大桑村野尻981-ハ-3 0264-55-2161

■松本地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

65 横山木材㈲ 390-0314 松本市岡田伊深243-1 0263-46-2136

66 ㈱柳沢林業 390-0313 松本市岡田下岡田774-1 0263-87-5361

67 オガサワラ林業㈲ 390-0823 松本市中山4135番地4 0263-87-6377

68 ㈲レックプランニング 390-1241 松本市新村原田2933-11 0263-48-3471

69 松本建設㈲ 399-0711 塩尻市大字片丘5010番地133 0263-51-6363

70 ㈲住岡産業 399-0724 塩尻市上西条121-1 0263-54-6010

71 ㈱秀建 399-6461 塩尻市大字宗賀1156番3 0263-53-4300

72 松本広域森林組合 399-8102 安曇野市三郷温4000 0263-77-2413

73 ㈲板橋林産 399-8211 安曇野市堀金烏川987-3 0263-73-9755

■長野地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

76 長野森林組合 380-0915 長野市大字稲葉字上千田沖134番地2 026-217-8822

77 みどり産業㈱ 380-0917 長野市大字稲葉2413-3　長野林友ﾋﾞﾙ2階 026-224-8708

78 長野県森林組合連合会 380-0936 長野市中御所30-16 026-226-2504

79 北信木材生産センター協同組合 381-0003 長野市大字穂保字中ノ配342 026-296-2665

80 大平林業建設 381-0037 長野市西和田1-17-47 026-243-0830

81 宮澤木材産業㈱ 381-0074 長野市中曽根2188-5 026-239-0588

82 ㈱シモダ 381-0201 上高井郡小布施町小布施870番地1 026-247-2311

■北信地域	
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

83 北信州森林組合 383-0061 中野市大字壁田938-1 0269-38-0371

84 徳竹林業㈱ 381-0405 下高井郡山ノ内町夜間瀬11871 090-7017-9949

85 栄村森林組合 389-2702 下水内郡栄村大字北信3586-4 0269-87-2352

■北アルプス地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

74 北アルプス森林組合 398-0001 大町市大字平10788-1 0261-22-0711

75 企業組合	山仕事創造舎 398-0002 大町市大町3300-1 つくだビル3階 0261-85-0940

■上田地域	
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

18 信州上小森林組合 386-1212 上田市大字富士山2464-226 0268-39-8522

19 ㈲金山林業 386-0403 上田市腰越1923-1 0268-43-3898

20 ㈱小山林産 386-0507 上田市武石上本入1124-1 0268-41-4570

21 ㈱創恒 386-1213 上田市古安曽1593-1 0268-39-2888

22 ㈱真設 386-2202 上田市真田町本原3023 0268-72-4606

23 ㈱高山 386-1102 上田市上田原765-1 0268-24-7208

24 ㈱弘法林業 386-1601 小県郡青木村田沢1321-1 0268-49-0213

■諏訪地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

25 諏訪森林組合 391-0013 茅野市宮川4392-1 0266-73-2350

26 ㈲中央緑化 394-0005 岡谷市山下町2-21-6 0266-23-3738

27 ㈱飯森林業 394-0044 岡谷市湊5丁目13番15号 0266-78-4150

28 ㈲早川実業 394-0047 岡谷市川岸中三丁目6-26 0266-58-6577

29 細川木材㈱ 399-0211 諏訪郡富士見町富士見10709 0266-62-2511

30 ㈱緑化創造舎 391-0111 諏訪郡原村18014 0266-75-3630

■上伊那地域
事　業　体　名 郵便番号 事務所所在地 電話番号

31 上伊那森林組合 399-4432 伊那市東春近1604-1 0265-72-3232

32 平澤林産㈲ 399-4431 伊那市大字西春近4105 0265-78-2228

33 ㈱クオリス 396-0621 伊那市富県7056-1 0265-74-5255

34 企業組合　山人 396-0001 伊那市福島1147-2 0265-98-9688

35 盛木材 396-0304 伊那市高遠町山室26 0265-94-1132

36 ㈲しんみらい開発 396-0111 伊那市美篶7683-1 0265-78-3988

37 ㈱薪一 396-0111 伊那市美篶7310-117 0265-71-5595

38 ㈱つなぐ里山 396-0402 伊那市長谷溝口1501-1 0265-98-7097

39 島崎山林塾企業組合 399-4501 伊那市西箕輪5539-7 070-2838-7079

40 NPO法人	森林環境 399-4104 駒ヶ根市経塚7-11 0265-81-4803

41 ㈲浜屋木材 399-0422 上伊那郡辰野町大字平出3636-2 0266-43-0885

42 ㈲髙遠興産 399-4511 上伊那郡南箕輪村久保1535-15 0265-96-0073

（令和4年4月1日現在）

▶認定事業体一覧　85事業体 ▶森林への就業にむけて

ステップ１ 林業に関する情報収集・就業相談、移住相談

ステップ 2 林業の現場体験・適性確認

ステップ 3 就職先の選定

■森林の仕事ガイダンス（東京・大阪・名古屋・福岡）
　　林業への就業を検討されている方に全国の都道府県が個別相談に応じます
　●主催者：全国森林組合連合会
　●日程等：名古屋（9/23）、大阪（10/8）、東京（10/22）、福岡（11/5）
　●Ｈ　Ｐ：https://www.ringyou.net/（「緑の雇用」RINGYOU.NET）

■森林の仕事エリアガイダンス（長野県内）
　　林業への就業を検討されている方に財団職員が個別相談に応じます
　●主催者：一般財団法人長野県林業労働財団
　●日程等：佐久会場（8/27）、塩尻会場（1/21）
　●Ｈ　Ｐ：http://nrinrou.net/（一般財団法人長野県林業労働財団）

■研修見学会（長野県内）
　　就業間もない技能者の研修現場見学と林業就業に関する個別相談
　●主催者：（一財）長野県林業労働財団
　●対象者：林業就業希望者など
　●会　場：長野県林業総合センター（塩尻市片丘）
　●日程等：  6/28、6/29、7/7、7/8、7/20、7/21、9/6、9/7、9/13、9/14（10回）
　●受講料：無料
　●定　員：各回５名程度

■林業就業支援講習
　　林業の基礎知識の習得・現場体験、就業相談など
　●対象者：林業就業希望者など
　●日程等：１日コース、５日間コース、20日間コース等が設定される予定です。
　●受講料：無料（交通費等は参加者負担となります。）
　●定　員：コース別に設定される予定です。
　※詳細は今後決定されますが、講習会の開催は９月以降となる予定です。
　　決まり次第、（一財）長野県林業労働財団HP等でお知らせします。

■共同就職説明会（長野県内）
　　新規採用を予定する林業会社・森林組合などの採用担当者との個別面談
　●主催者：（一財）長野県林業労働財団
　●対象者：林業就業希望者
　●日程等：佐久会場（８/27）、塩尻会場（１/21）
　●Ｒ３実績：参加事業体数　約36社　求人数　約60名　採用率　約15％

■長野県の就業相談窓口
　　JOBサポ信州（アデコ株式会社が運営）
　　　オンラインセミナー開催、求人事業体とのマッチングなど

■「緑の雇用」新規就業者育成推進事業（林業作業士）
　 　安全で効率的な作業を行うための基本的な研修（集合研修＋OJT研修）を３年間行うことがで

きます。
　●実施者：（一財）長野県林業労働財団及び就職先の経営体
　●対象者：労確法に基づく認定を受けた経営体へ就業した者
　●備　考：集合研修では、林業作業に必要な各種資格等の取得が可能です。

■新規就業者向け森林・林業講座
　●実施者：（一財）長野県林業労働財団及び就職先の経営体
　●対象者：労確法に基づく認定を受けた経営体へ就業した者
　●備　考：集合研修では、林業作業に必要な各種資格等の取得が可能です。

■林業就業オンライン相談
　　全国の都道府県が相談者の都合の良い日時にオンラインで相談に応じます
　●アクセス：「緑の雇用」RINGYOU.NET内の特設サイトから申し込みができます。

■YouTubeチャンネル（長野県林務部）
　https://www.youtube.com/channel/UCT_WgwyjiMqUwriKIRhmI8A/videos

■信州就林セミナー
　　長野県への移住を検討している方向けに林業の理解を深めるセミナー
　●主催者：長野県林務部　共催者：（一財）長野県林業労働財団
　●対象者：林業就業希望者、林業に関心のある者　（定員各回20名程度）
　●日程等：年２回（６/19、11/20）
　●参加費：無料
　●アクセス：銀座NAGANOのHPから

■移住等相談窓口
　●東　京：銀座NAGANO移住・交流センター（長野県のアンテナショップ）
　　　　　　移住セミナー等随時開催
　　　　　　　中央区銀座5-6-5 NOCOビル ５階　☎03－6274－6016
　　　　　　　HP  https://www.ginza-nagano.jp
　●東　京：ふるさと回帰支援センター（長野県の相談窓口を常設）
　　　　　　長野県内市町村の移住促進情報満載
　　　　　　　千代田区有楽町 東京交通会館 ８階　☎03－6273－4401
　　　　　　　HP  https://www.furusatokaiki.net/
　●大　阪：大阪移住・交流サポートデスク
　　　　　　　北区梅田1-3-1-800 駅前第１ビル ８階　☎06-6456-2889
　●名古屋：名古屋移住・交流サポートデスク
　　　　　　　中区栄4-16-36 久屋中日ビル ４階　☎052-251-1441
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★林業経営体とは：森林組合や林業会社などのこと。「緑の雇用」事業は、年度ごとに承認を受けた林業経営体が対象となります。
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　本県の森林づくりは、
森林組合や林業会社等の
事業体により積極的に	
取り組まれています。
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（一財）長 野 県 林 業 労 働 財 団
長野県林業労働確保支援センター

一般財団法人 長野県林業労働財団
　長野県長野市岡田町30-16
　TEL：026-225-6080　FAX：026-225-6557
　https://nrinrou.net/

長野県林務部信州の木活用課担い手係
　TEL：026-235-7274
　FAX：026-235-7364
　https://www.pref.nagano.lg.jp/

  お問い合わせ先

集
合
研
修

実
地
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都道府県単位で実施し、年間21日～29日程度の
座学と実習を同じ年次の仲間と共に学びます。

【研修中に実施する特別講習や技能講習等】
刈払機取扱作業者、伐木等の業務（チェーンソー作業）、玉掛
け技能講習、不整地運搬車運転技能講習、荷役運搬機械によ
るはい作業従事者、機械集材装置の運転業務、簡易架線集材
装置の運転業務、伐木等機械の運転業務 など

就業している林業経営体にて実施
林業経営体の指導員（FL、FM）によるOJT研修を
行い、働きながら学びます。

短期雇用や試用期間中
に、林業経営体★にて
実施

林業経営体の指導員による
OJT研修

実施しません

林業就業希望者が、仕事や職
場にあっているか試す就業

新規就業者の方を対象に、集合研修や実地研修（ＯＪＴ）を通じて、林業の
基礎を身に着け、一人前の現場技能者になる能力を段階的に身につけます。

トライアル雇用 林業作業士（フォレストワーカー）ＦＷ研修　３ヶ年

３ケ月 ８ケ月／年
ＦＷ１年目 ＦＷ２年目 ＦＷ３年目

林業作業士（FW）研修内容


