
2022年度中途採用
2023年度新卒・中途採用

会社説明会

株式会社 Foresters PRO



大型獣類の捕獲に特化した体制

会社概要

2014年設立
資産 4200万円 (うち4000万円が流動資産）

従業員数 正規職員4名非常勤6名
平均年収 660万円

職員1名当たり保有機材
・自動車 1台
・猟銃 3丁
・足くくりわな 40個
・動力運搬車 0.5台
・年間数千発の射撃練習
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大型獣類の捕獲と調査の会社



社会の状況と会社設立、会社の役割

大型獣類の増加と獣害被害対策に対する要求の高度化への対応

代表取締役略歴

2002年信州大学生物科学科
2005年駆除狩猟・調査の個人事業
2009年調査・捕獲会社入社
2012年シカ管理専門官
2014年（株）Foresters PRO設立
2015年（株）Foresters PRO入社

鳥獣行政
1999年特定鳥獣保護管理制度 創設
2002年鳥獣法全面改訂

2007年鳥獣特措法成立

2013年抜本的な鳥獣捕獲対策の打出
2015年指定管理鳥獣捕獲等事業創設

鳥獣の保護管理は行政と地域住民の共同で行われるべきだが、
高度に専門的な部分は企業が請け負わなければ対応不可能

捕獲専門の会社
株式会社 Foresters PROの設立

1999年に特定鳥獣保護管理制度ができて以降も個体数を減ら
せず、そんな中で打ち出した2013年の環境省の「10年後に半
減」するとした宣言は「無謀」「増加は止められない前提で
対策を」との声が関係者からは多かった。

狩猟・駆除の現場にはたくさんの非
効率があり改善の余地が多くあった



会社の業務内容

調査から捕獲に至るまで一連の業務を行う

基礎調査事業
基礎的なデータの蓄積

調査結果のとりまとめ
統計解析

計画策定補助

捕獲の実施 結果の評価

得意分野



会社の業務実績

✅自然公園でのニホンジカの猟銃・足くくりわなでの捕獲
✅被害著しいニホンザルの群れを猟銃で捕獲して根絶
✅ニホンザルの特定の加害を猟銃で捕獲
✅植林地でのシカの食害対策での猟銃での捕獲
✅分布拡大地域でのニホンジカの捕獲
✅島嶼部での外来哺乳類の猟銃での捕獲
✅ GPS首輪を装着するための生体捕獲
✅自然公園のニホンジカ管理方針提案
✅イノシシの生息状況とベイズ法による個体数推定
✅農地周辺での箱わなでのイノシシの捕獲
✅農地周辺での動物調査
✅世界自然遺産でのニホンジカ調査
✅分布拡大地域でのニホンジカ調査
✅シカ捕獲体制コンサルティング

困難な状況での
捕獲の実施と成功
を続けてきた

調査から捕獲に至るまで一連の業務を行う



会社に求められる業務の高度化

求められる業務の量と質が高くなった

捕獲目標達成→さらなる捕獲目標数の設定・規模の拡大
複合的で困難な課題への解決策の提案と実行

多くの行政機関は
初めは試験的に小
規模な事業を行う。

捕獲者へ委託

区画法密度調査

糞塊法密度調査

目撃効率調査

センサーカメラ
調査

行政が被害の認知
・市民からの声
・被害統計
・定期調査

被害実態調査

被害対策調査

階層ベイズ法に
よる個体数推定

鳥獣による被害
状況とりまとめ

捕獲による対策
の立案

防除による対策
の立案

自己防衛の補助
防除対策実施



多様性の確保

期待に応え、それでいて従業員がもっと働きやすくするために

・行政からはもっと多くの量の仕事をこなすことを求められている。
・いろいろな場所でいろいろな種類の事業に当社の捕獲技術を役立てたい。
・いろいろな人材が必要。
・現状では病欠の時のバックアップ体制が貧弱。
・メンバーの固定化による進歩の停滞。

サルの捕獲でもっと役立
てる。

クマの対策でもっと役立
てる。

イノシシの対策でもっと
役立てる。

ForestersPROが受託し
てくれるなら発注量を増
やす。

人数を増やすことで解決



組織的な獣害対策

事業を会社で行うことで規模と質、効率性を同時に満たす

技術系社員

事務系社員

技術系社員 技術系社員 技術系社員

管理系社員

役割分担することで得意なことに集中できる。
人数が増えれば増えるほど役割分担は行いやすくなる。
情報の伝達をすることで社員間で技術移転ができ、一人でやっているよりも成長スピードが速い。

捕獲は個人で行う時代から
会社で行う時代へ…？



働く上での当社の魅力

圧倒的な情報量と業務量、技術研鑽・開発への惜しみない投資

平日の日数250日のうち180日が現場での作業と統計・地理情報解析作業。

20日が上記結果の報告書の作成。
10日は自然環境に関する法令を調べて許認可の取得作業。
10日が公式射撃練習。
6日が技能・安全に関する研修。
有給が13日程度。

現場作業

180

報告書作成

20

許認可取得

10

射撃練習

10

事務作業

10

有給

13

土日祝日

121

0 100 200 300

各作業の年間従事日数



働くイメージ

一日の動きの具体例

自宅から現場へ直行 長距離を歩くこともある しっかり証拠写真

銃を撃つチャンスは1日 1回
1回で外すと1日の作業が全て台無し 生体情報を調査 報告作業はかなりの分量を占めます



働くイメージ

一週間の動きの具体例
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就寝 身支度 移動 休憩 事務作業 移動

捕獲作業 移動 休憩 雑務 就寝

遠方・山奥での仕事のため移動が
多く、拘束時間が11時間平均、実
働は6～8時間（実働6時間でも8時
間分の給与支給）。
厳しい現場だと実拘束時間が13時
間に及ぶこともある。
捕獲・調査作業の他に日々の報告、
連絡、調整を行う時間がある。

8時に家を出て、18時に帰宅、夕
飯・入浴を済ませた後1時間ほど
雑務を行うというイメージ。



働く上での当社の魅力

働きやすさ

【直行直帰】
・通勤という概念に当てはまらない。電車に乗って不特定多数と接触しないせいか2015年以来、ほとんど誰
も風邪をひいていない。病欠がない。

・テレワークの場合は出勤なし。実拘束時間は8時間。

【業務量の適切な配分】
・残業は可能な限りさせない。有給は100%以上取得（⇔効率性と時間の管理に厳しい）
・実力に合わせて受注量を調整している。
・行動計画、時間配分が計画的で作業員が猛烈に働くことが（ほぼ）ない。

【手当と装備品の支給】
・猟銃、社用車貸与。
・作業着以外はほとんど自己負担がない。出張の食事が自腹（1日500円の補助）。

【十分な補給】
・気合と根性で乗り切ることを嫌い、休憩・機材・教育費・装備品を惜しみなく投入し、いかに楽（効率よ
く）できるかを考えている。



働く上での当社の魅力

おそらく国内初の捕獲専門の株式会社

・鳥獣被害対策のための「捕獲」について、
学会や識者から“こうあるべき”とされた理想論を具現化したような会社。

・豊かな自然環境の中で仕事ができる。

・待遇がホワイトに近い。

・練習と現場経験を積める。



募集要項（待遇）

未経験者を想定して待遇を設定

そもそも始まったばかりの新しい業界。経験者の前例がない。

【職種】
大型獣類を主な対象とした捕獲・調査員

【給与】
専門学校新卒：月給198,000円 大学新卒：月給210,000円 大学院（修士）新卒：月給216,000円
博士号取得新卒：260,000円 獣医師新卒：260,000円
年収＝上記月給×12＋（業績が好調なら）賞与（1.2カ月分）＋残業代（月5時間程度）

≒270万円～360万円程度（初任給）
32歳時点で年収400万円ほどになるように昇給を設定（能力による）

【残業】
年間の合計で50時間程度

【有給】
実績として法定の1.2倍以上取得。



募集要項（職務内容と資格）

未経験者を想定して募集要項を設定

そもそも始まったばかりの新しい業界。経験者の前例がない。

【職務内容】
・パソコンを使っての計画書作成、日報作成、とりまとめた報告書の作成。
・猟銃を使っての捕獲作業。
・上記の準備、片付け、連絡調整作業。

【応募時に必ず必要な資格】
普通自動車運転免許

【採用確定後に必ず取得していただく資格】
第一種銃猟免許 わな猟免許 猟銃所持許可（精神病等の欠格事項に該当しないこと）
上級救急救命講習（受講）

【住所地】
社用車で現場へ直行直帰のため、次のスライドの範囲に居住できること。



多くの会社と異なる点

現場へ直行直帰のため居住地は神奈川県中央部～東京都西部に限定

東京

横浜

八王子

大磯

社用車を貸与し現場へ直行直帰、ガソリン代、
高速道路代、メンテナンス料、事故時の保険
等を全て会社負担。
その代わりに現場へ行くのに合理的な範囲に
居住していただく。



働くイメージ

時間の管理≒効率性、安全性を強く求められる

残業が少ない→業務量が少ないのではなく、効率性を強く求められた結果。

荷物の配置の仕方からパソコンの操作の仕方、段取りまで指導を受ける。

安全第一→自社の管理する現場では労災事故なし。

安全管理規定は充実しているが文化・習慣として安全第一が求められ、小さな行動まで指導を受ける。



当社の弱点

働きやすさの反面

【直行直帰】
・住所地が限定される。一人暮らしには良いが。

【業務量をいつも適切に配分される】
・報告書締め切り間際の激務・締め切りに間に合わない悲壮感を経験していなく精神的に貧弱。
・実際、他の会社の下請けに入ると精神的貧弱さ、激務を乗り切った経験の少なさが露呈する。
・すなわち、現在は経営状況は良好なものの、社員の底力は弱く競争に負けていくかも知れない。

【出張なので平日に友人や家族と会えない】
・出張先でも社員は誰も飲まない。宿は必ず個室となる。ミーティングが終わったら自分の部屋で好きなこ
とをしている。※仲が悪いわけではない。

【十分な補給がないと働けない】
・気合と根性で乗り切ることを嫌い、休憩・機材・教育費・装備品を惜しみなく投入し、いかに楽（効率よ
く）できるかを考えている。気合と根性で乗り切らざるを得ない現場では精神的に戦えない。



当社の弱点

会社の給与水準が高すぎる（平均年収660万円） → 価格競争に弱い

行政の一般競争入札は丁寧さや、基準があいまいな仕事の質、安全性は評価し難く、“安さ”が全て。
経費の8割～９割が人件費なので、人件費が最も削るべき項目。



当社の弱点

会社の給与水準が高すぎる（平均年収660万円） → 価格競争に弱い

行政の一般競争入札は丁寧さや、基準があいまいな仕事の質、安全性は評価し難く、“安さ”が全て。
経費の8割～９割が人件費なので、人件費が最も削るべき項目。



当社の弱点

会社の自然環境に対する意識水準が高すぎる → 価格競争に弱い

行政の一般競争入札は丁寧さや、基準があいまいな仕事の質、安全性は評価し難く、“安さ”が全て。
経費の8割～９割が人件費なので、人件費が最も削るべき項目。



当社の弱点

安全基準が高すぎる → 短期的には価格競争に弱い

安全対策を省略して安く受注し、事故が起こった場合は会社の存続が危ぶまれるが事故が起こるま
では価格競争で有利。



求める人物像

幹部候補として、向上心の強い人。コミュニケーションが円滑にとれる人。

【コミュニケーションのとれる方】
・直行直帰
・現場での作業は少し離れた場所で行う
・テレワークが多い
→伝達事項・指示の間違えがあると気が付くのに遅れ、間違えの取り返しがつかない。

【向上心の強い人】
・資格は未取得でも応募可。その代わりに相当な熱意があり、仕事をこなし、技術・知識の獲得に熱心な人。
（取得済みのほうが選考に有利ですが）

【後輩を指導できる（可能性のある）人】
・技術、知識を伝達、後輩を指導して会社として発展していくことに貢献できる人。



採用スケジュール

2023年度4月から勤務の新卒採用スケジュール
2022年6月5日応募締め切り
（※本説明会をお聞きになって履歴書を差し替える方はこの日までに差し替えのほどお願いいたします）
2022年6月15日までに書類選考結通知
2022年8月31日までに順次面接・内定

※リクナビ様のOpenESまたは弊社指定の履歴書でご応募お願いいたします。

2022年度中から勤務の中途採用スケジュール

2022年8月31日まで順次面接・内定 決定次第終了。※5月1日時点で採用予定人数の10倍程度のご応募を
いただいております。

※弊社指定の履歴書でご応募お願いいたします。

https://foresterspro.com/


