平成 30 年度 現場技能者キャリアアップ対策実施に関する内規
平成 30 年４月２日
全国森林組合連合会
全国森林組合連合会（以下「本会」という。）は、現場技能者キャリアアップ・林業労
働安全対策実施要領
（平成 30 年３月 30 日付け 29 林政経第 336 号林野庁長官通知。
以下
「実
施要領」という。）に定める現場技能者キャリアアップ対策（以下「本事業」という。）
の実施に当たり、
実施要領に定めるもののほか、
必要な事項を実施要領第２のⅠの３の
（１）
の規定に基づき以下のとおり定める。
１ 事業体の登録及び研修生の人数の割当
（１）登録申請書の作成等
ア 登録申請書の作成及び提出
キャリアアップ対策のうち現場管理責任者（フォレストリーダー）（以下「ＦＬ」
という。）研修又は統括現場管理責任者（フォレストマネージャー）（以下「ＦＭ」
という。）研修に参加し、助成を受けようとする林業事業体は、別表２に定める様
式により、本事業の登録に関する申請書（以下「登録申請書」という。）を作成し、
平成 30 年度「緑の雇用」新規就業者育成推進事業実施に関する内規（平成 30 年○
月○日付け 30 全森担発第○○号）の７の（１）のアに定める林業事業体に対する指
導に係る業務を実施する団体（以下「地方取りまとめ機関」という。）を経由して、
本会へ提出するものとする。
ただし、平成 29 年度「緑の雇用」現場技能者育成推進事業実施に関する内規（平
成 29 年４月１日付け 29 全森担発第３号）の１の（４）で規定する予備登録申請書
を既に提出している場合は、これを登録申請書として取り扱うものとする。
イ 登録申請書の提出期限
登録申請書は、別表２に定める期限までに提出するものとする。
なお、提出期限を超えて提出された登録申請書は、原則として受理しないものと
する。
ウ 登録申請書の記載事項
登録申請書には次の事項を記載するものとする。
① 林業事業体の名称、代表者名、住所及び連絡先
② 実施要領第２のⅠの２の（１）のウの（イ）のｂに定める改善計画（以下「改
善計画」という。）の都道府県知事による認定番号及び認定年月日（改善計画の
認定手続中の林業事業体にあっては当該記載欄は空欄とする。）
③ 林業施策への取組状況
④ 林業現場従業員数
⑤ 過去３年間の林業労働災害発生件数
⑥ 過去３年間の経営状況
⑦ 生産性向上の取組状況
⑧ 社会保険等への加入状況
⑨ 林業・木材製造業労働災害防止協会への加入状況

⑩ 研修区分ごとの申請予定研修生数
エ 確認資料の提出
林業事業体は、登録申請書を提出する場合は、改善計画の認定通知書の写し（改
善計画の認定手続中の林業事業体は、都道府県に提出した改善計画の写し。）を地
方取りまとめ機関を経由して、本会に提出するものとする。
（２）登録申請書の審査等
ア 登録申請書の審査
本会は、登録申請書の審査基準を実施要領第２のⅠの２の（３）に定める事業推
進委員会（以下「事業推進委員会」という。）に付議した上で定めるものとし、そ
の基準に従って登録申請書を審査するものとする。
イ 林業事業体の登録及び研修生の人数の割当
本会は、審査の結果、助成要件を満たす林業事業体を本会が備える登録林業事業
体名簿に登録するとともに、事業推進委員会に付議した上で、林業事業体ごとに、
研修区分ごとの研修生の人数を、予算額の範囲内で割り当てるものとする。
ウ 登録通知書の交付
本会は、登録した林業事業体に対し、地方取りまとめ機関を経由して、林業事業
体及び研修生数登録通知書（以下「登録通知書」という。）を交付するものとする。
また、地方取りまとめ機関は、登録通知書の写しを２部作成し、１部を保管し、
１部を都道府県に届け出るものとする。
エ 登録申請書の変更
林業事業体は、登録申請書に記載される（１）のウの①の事項のいずれかに変更
が生じた場合又は登録申請書提出時に改善計画の認定手続中の林業事業体であって、
登録申請書提出後に改善計画の認定を受けた場合は、別表３に定める様式により変
更登録申請書を作成し、速やかに、地方取りまとめ機関を経由して、本会に提出す
るものとする。
本会は、変更登録申請書を受理した場合は、地方取りまとめ機関を経由して、林
業事業体に対し、変更登録通知書を交付するものとし、地方取りまとめ機関は、変
更登録通知書の写しを２部作成し、１部を保管し、１部を都道府県に届け出るもの
とする。
（３）予備登録申請書の作成等
ア 予備登録申請書の作成及び提出
本会は、次年度におけるキャリアアップ対策の準備のため必要がある場合には、
次年度にＦＬ研修又はＦＭ研修に参加し、助成を受けようとする林業事業体に、別
表２に定める様式により、本事業の予備登録に関する申請書（以下「予備登録申請
書」という。）を作成させ、地方取りまとめ機関を経由して、本会へ提出させるも
のとする。
イ 予備登録申請書の提出期限
予備登録申請書は、別表２に定める期限までに提出するものとする。
なお、提出期限を超えて提出された予備登録申請書については、原則として受理
しないものとする。

ウ 予備登録申請書の記載事項
予備登録申請書の記載事項については、（１）のウの規定を準用する。
なお、予備登録申請書の提出時に改善計画の認定手続中の林業事業体は、認定後
に予備登録申請書の変更を行うものとする。
エ 確認資料の提出
確認資料の提出については、（１）のエの規定を準用する。
この場合、「登録申請書」とあるのは、「予備登録申請書」と読み替えるものと
する。
２ キャリアアップ対策
（１）要件（実施要領第２のⅠの２の（１）のイ関係）
ア 研修生の要件
（ア）ＦＬ研修
ａ 実施要領別表１の研修生の要件の欄のＦＬ研修の項の第１号に掲げる事業実
施主体の定める技能水準を有する者であることについては、林業担い手育成確
保対策事業の実施について（平成 10 年４月８日付け 10 林野組第 70 号林野庁
長官通知）に基づき実施した林業就業者能力向上対策事業において作成した集
合研修カリキュラムのうちＦＷ研修（１～３年目）で受講する安全講習等の２
分の１以上を修了していることを安全講習等の修了証の写しにより確認する
ものとする。
ｂ 実施要領別表１の研修生の要件の欄のＦＬ研修の項の第２号に掲げる現場管
理を行う者又は現場管理を行う見込みのある者であることについては、研修参
加時において作業班の班長である者又は今後班長となる見込みの者若しくは
これらと同等の職にある者であることを研修生の経歴により確認するものと
する。
ｃ 実施要領別表１の研修生の要件の欄のＦＬ研修の項の第３号に掲げる本事業
の研修修了後、５年以上就業できる年齢であることについては、ＦＬ研修修了
後、65 歳までに５年以上就業できる年齢であることを確認するものとする。
ただし、定年退職制度が導入されている林業事業体においては、ＦＬ研修修
了後、定年までに５年以上就業できる年齢であることを確認するものとする。
ｄ 実施要領別表１の研修生の要件の欄のＦＬ研修の項の第４号に掲げるその他
事業実施主体が定める採択基準を満たす者であることについては、本事業にお
いて実施する調査に協力すること等を約束している者とし、別表２に定める様
式により、誓約書を提出させることで確認するものとする。
（イ）ＦＭ研修
ａ 実施要領別表１の研修生の要件の欄のＦＬ研修の項の第１号に掲げる事業実
施主体の定める技能水準を有する者であることについては、「林業担い手育成
確保対策事業の実施について」に基づき実施した林業就業者能力向上対策事業
において作成した集合研修カリキュラムのうちＦＷ研修（１～３年目）及びＦ
Ｌ研修で受講する安全講習等の２分の１以上を修了していることを安全講習
等の修了証の写しにより確認するものとする。

ｂ 実施要領別表１の研修生の要件の欄のＦＭ研修の項の第２号に掲げる統括現
場管理を行う者又は統括現場管理を行う見込みのある者であることについて
は、研修参加時において複数の作業班を統括している者又は今後その見込みが
ある者若しくはこれらと同等の職にある者であることを研修生の経歴により
確認するものとする。
ｃ 実施要領別表１の研修生の要件の欄のＦＭ研修の項の第３号に掲げる本事業
の研修修了後、５年以上就業できる年齢であることについては、ＦＭ研修修了
後、65 歳までに５年以上就業できる年齢であることを確認するものとする。
ただし、定年退職制度が導入されている林業事業体においては、ＦＭ研修修
了後、定年までに５年以上就業できる年齢であることを確認するものとする。
ｄ 実施要領別表１の研修生の要件の欄のＦＭ研修の項の第４号に掲げるその他
事業実施主体が定める採択基準を満たす者であることについては、本事業にお
いて実施する調査に協力すること等を約束している者とし、別表２に定める様
式により、誓約書を提出させることで確認するものとする。
イ 林業事業体の要件
（ア）実施要領別表１の林業事業体の要件の欄のＦＬ研修の項の第１号に掲げる認定
事業主等であることについては、登録申請書の提出時に改善計画の認定を受けて
いる事業主又は改善計画を都道府県に提出し、助成金の請求日までに認定を受け
られることが確実と認められる事業主であることとし、改善計画の認定通知書の
写し（改善計画の認定手続中の林業事業体は、都道府県に提出した改善計画の写
し）により確認するものとする。
（イ）実施要領別表１の林業事業体の要件の欄のＦＬ研修の項の第２号に掲げる効率
的かつ安定的な林業経営に向けて取り組む林業事業体であることについては、改
善計画に記載する労働生産性の達成に取り組む事業体とし、特に、持続的な林業
経営の主体として自ら又は森林所有者に代わって施業集約化に取り組む森林組合
等については、
積極的に認定森林施業プランナ－を育成するよう求めることとし、
登録申請書及び誓約書により確認するものとする。
（ウ）実施要領別表１の林業事業体の要件の欄のＦＬ研修の項の第３号に掲げる事業
実施主体が定める採択基準については、次のとおりとする。
ａ 本事業において実施する調査に協力すること等を約束している林業事業体で
あることとし、別表３に定める様式により、誓約書を提出させることで確認す
るものとする。
ｂ 過去３年間において、本事業に関する事業で虚偽の報告等の重大な不正行為
が認められないこと及びその他本事業を実施することが不適切と判断される
事実が認められない林業事業体であることとし、登録申請書等による申告で確
認するものとする。
（２）研修参加申請書の作成等（実施要領第２のⅠの２の（１）のウ関係）
ア 研修参加申請書の作成及び提出
ＦＬ・ＦＭ研修に参加し、助成を受けようとする林業事業体は、別表２に定める
様式により、研修参加申請書を作成し、地方取りまとめ機関を経由して、本会へ提
出するものとする。

イ 研修参加申請書の提出期限
研修参加申請書は、別表２に定める期限までに提出するものとする。
なお、提出期限を超えて提出された研修参加申請書については、原則として受理
しないものとする。
ウ 研修参加申請書の記載事項
（ア）実施要領第２のⅠの２の（１）のウの（イ）のｃに定める研修生の労働条件に
ついては、賃金、諸手当及び加入する社会保険の種類等を様式の記載要領に従い
記載するものとする。
（イ）実施要領第２のⅠの２の（１）のウの（イ）のｄに定める林業就業経験年数に
ついては、義務教育終了後の経歴について記載するものとする。
（３）研修参加申請書の審査等（実施要領第２のⅠの２の（１）のエ関係）
ア 審査基準
実施要領第２のⅠの２の（１）のエの（ア）に定める審査基準は、事業推進委員
会に付議した上で本会が定めるものとする。
イ 研修参加承認通知書の交付
本会は、審査の結果、研修参加申請書を承認する場合は、地方取りまとめ機関を
経由して、研修参加承認通知書を交付するものとし、林業事業体は、研修参加申請
書が地方取りまとめ機関において受理されなければ研修を開始することができない
ものとする。
なお、地方取りまとめ機関は、当該通知書の写しを保管するものとする。
（４）研修参加申請書の変更（実施要領第２のⅠの２の（１）のオ関係）
ア 実施要領第２のⅠの２の（１）のオに定めるその他事業実施主体が定める事項と
は、事業費が１割以上減少した場合とする。
イ 林業事業体は、研修参加申請書の変更が必要となる事案が生じた場合は、別表２
に定める様式により変更研修参加申請書を作成し、速やかに、地方取りまとめ機関
を経由して、本会に提出するものとする。
本会は、審査の結果、変更研修参加申請書を承認する場合は、地方取りまとめ機
関を経由して、林業事業体に対し、変更研修参加承認通知書を交付するものとし、
地方取りまとめ機関は、当該通知書の写しを保管するものとする。
（５）ＦＬ・ＦＭ研修の参加中止（実施要領第２のⅠの２の（１）のカ関係）
林業事業体は、ＦＬ・ＦＭ研修の参加を中止しようとする場合は、別表２に定める
様式により、ＦＬ・ＦＭ研修中止等届を作成し、速やかに、地方取りまとめ機関を経
由して、本会に提出するものとする。
なお、中止とは、林業事業体がＦＬ・ＦＭ研修を研修参加申請書承認日に遡って取
り止めることをいう。
（６）研修実績報告書の作成等（実施要領第２のⅠの２の（１）のキ関係）
ア 研修実績報告書の提出
（ア）林業事業体は、研修実績報告書（研修参加申請書の様式に準ずる。）に確認資

料を添付し、別表２に定める期限までに地方取りまとめ機関を経由して、本会に
提出するものとする。
（イ）確認資料は、安全講習等の修了証の写し、５の（１）のアに定めるＦＬ・ＦＭ
研修の実施を委託する団体が発行する研修参加証明書及び研修生をＦＬ・ＦＭ研
修に参加させるため、林業事業体が負担した旅費の支払いを証明する書類を添付
するものとする。
イ 助成金の請求手続
（ア）助成金の請求
助成金の請求に当たっては、別表２に定める様式により、助成金請求書を研修
実績報告書とともに、地方取りまとめ機関を経由して、本会に提出するものとす
る。
ただし、助成金の請求は、請求時点において都道府県知事の改善計画認定通知
書を既に受理している林業事業体に限るものとする。
（イ）助成金の請求時期
助成金請求書の提出は、研修実績報告書の提出時とする。
（７）ＦＬ・ＦＭ研修への参加に対する助成（実施要領第２のⅠの２の（１）のク関係）
ア 助成対象経費
ＦＬ・ＦＭ研修の助成対象経費は、別表１のとおりとする。
イ 助成額の総額
林業事業体ごとの助成額の総額は、研修実施年度の予算の範囲内において行うも
のとする。
３ 安全指導（実施要領第２のⅠの２の（２））
林業事業体は、５の（１）のイに定める安全指導に係る業務を委託する団体（以下「安
全指導機関」という。）が行う安全巡回指導を受けるものとし、安全指導機関に対し、
安全巡回指導に必要な研修日程等の情報提供を行うなど、安全巡回指導の実施に協力す
るものとする。
４ 事業推進委員会等（実施要領第２のⅠの２の（３））
事業推進委員会等の設置及び運営に関する事項は、本会が別に定める事業推進委員会
運営規則によるものとする。
５ 業務の委託（実施要領第２のⅠの３の（１））
（１）業務の委託先
ア 実施要領第２の２の（６）に定める林業事業体に対する指導及び第２のⅠの２の
（１）のアに定めるＦＬ・ＦＭ研修の実施を委託する団体は、都道府県の林業労働
力確保支援センター又はその他の林業関係団体であって、適切に業務を遂行できる
と認められる者とし、別途本会と締結する委託契約書に基づき業務を行うものとす
る。
イ 実施要領第２のⅠの２の（２）に定める安全指導に係る業務を委託する団体は、
都道府県において安全指導業務の経験がある団体等とし、別途本会と締結する委託

契約書に基づき業務を行うものとする。
（２）業務の委託契約
ア 本会は、業務の委託契約を締結する場合は、契約相手方に委託契約書を２通提出
させるものとする。
イ 委託契約書は、本会が別に定めるものに基づき作成するものとする。
６ 都道府県との連携確保
（１）都道府県への届出（実施要領第２のⅠの３の（２）のア関係）
地方取りまとめ機関は、林業事業体が提出した研修参加申請書及び研修実績報告書
の記載内容に不備がないことを確認した上で、写しを２部作成し、１部を都道府県に
届け出るとともに、１部を自ら保管するものとする。
（２）都道府県の指導助言（実施要領第２のⅠの３の（２）のイ関係）
地方取りまとめ機関は、都道府県から研修実施計画書等に対する指導助言があった
場合は、速やかに、本会に指導内容を報告するものとする。
７ 疑義情報窓口の設置
本会は、本事業における研修等の適正な実施を図るため、研修生等からの疑義情報を
受付ける窓口を設置することとし、その運用に必要な事項は、事業推進委員会に付議し
た上で本会が定めるものとする。
８ 個人情報の管理
本事業の実施に関して収集した個人情報については、本会の規則に基づき適切に管理
するものとする。

別表１ 助成金単価表
ＦＬ・ＦＭ研修の林業事業体への助成対象経費
助成対象経費
助成額
単位
（円）
技術習得推進費
90,000 研修生１人当たり

研修生
旅費

日当
宿泊費
車賃
（※１）
交通費（※
２）

2,200 旅行１日当たりの
上限
9,800 旅行１日当たりの
上限
37 旅行１km 当たりの
上限
実費 研修生１人当たり

助成の内容
ア 研修期間中、研修生に林業就
業に必要な技術・技能を習得さ
せるための経費として、左記に
定める額を助成する。
イ 次の者の技術習得推進費は、
助成対象としない。
① 社長、代表取締役、代表執
行役、副社長、専務、常務な
ど明らかに会社経営の中枢
にある者
② 合名会社、合資会社及び合
同会社の業務執行社員
③ 監査役
④ 同族会社の役員のうち一
定の同族判定株主グループ
に属し所有割合が一定率以
上の者
林業事業体が研修に研修生を
参加させるために要した旅費に
ついて、左記に定める額を上限に
林業事業体が負担した額を助成
する。
なお、助成額は、消費税を含ま
ないこととする。

※１ 車賃は、研修生が所属する林業事業体から研修実施地までの往復に要する経費と
する。
※２ 交通費は、公共交通機関の利用料等の移動に要する経費（高速道路料金、フェリ
ー料金等車両での移動に必要な経費で車賃以外のものを含む。）とする。

別表２ 関係書類一覧表
番号

書類名

１ 登録申請書

様式番号
様式１

提出期限等
平成 30 年４月 10 日

備考
１の（１）のア

２ 変更登録申請書

変更が必要となる事案 １の（２）のエ
が生じた場合、速やか
に提出

３ 予備登録申請書

平成 31 年３月 10 日

１の（３）のア

４ 登録通知書

１の（２）のウ

５ 変更登録通知書

１の（２）のエ

６ 研修参加申請書

様式７

平成 30 年６月 25 日

２の（２）のア

７ 変更研修参加申請書

変更が必要となる事案 ２の（４）のイ
が生じた場合、速やか
に提出

８ 研修参加承認通知書

２の（３）のイ

９ 変更研修参加承認通知書

２の（４）のイ

10 ＦＬ・ＦＭ研修中止等届

様式３

ＦＬ・ＦＭ研修を中止 ２の（５）
しようとする場合速や
かに提出

11 研修実績報告書
（助成金請求書を含む。）

様式７

平成 31 年２月 10 日

２の（６）のア
の（ア）
２の（６）のイ
の（ア）

