写(真元 晴
) れの国写真館

▶ 瀬戸内海を昇る日の出
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岡山県森林組合連合会
代表理事会長
井手
紘一郎

域経済の活性化に貢献するもの
です。公共建築物をはじめ様々
なところで木材が使われている
例を目にする機会が増え、木材
自給率は三六・一％と 年連続
で上昇を続けておりますが、更
なる推進が必要です。
こうした中、今まさに林業・
木材産業界は大転換期を迎えよ
うとしています。「林業の成長
産業化」を実現するために平成
年度から森林経営管理法の施
行、今までにない斬新な「森林
環境譲与税」が始まります。
これらを大いに活用し、施業の
集約化を図り、持続的な森林経
営を行うことにより、「林業の

ホームページ
http://www.okmoriren.or.jp
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成長産業化」に結びつけていく
必要があり、我々関係者の責務
は誠に大きいものがあります。
県森連では、合法で適正な森
林管理が行われている森林に対
して認証されるＦＭ認証林が増
加していることから、当会にお
いても流通過程で必要とされる
「Ｃ Ｃ認証」を取得し、林業・
林産業の活性化の一助となるよ
う尽力しているところです。
また、平成 年度から取組を
開始した森林組合系統運動「森
林・林業・山村未来創造運動」
を展開し、木材の共販事業のほ
か、皆伐・再造林への支援、若
い担い手の確保・育成などをよ
り強力に推進しているところで
あります。
さらに、健全で信頼される組
織の確立に向け、系統を上げて
コンプライアンス体制の強化に、
より一層取り組んでまいる所存
です。
今後とも皆様の一層のご支援、
ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
新しい年が、皆様にとりまし
て希望に満ちた明るい年となり
ますよう、心からお祈り申し上
げまして、年頭のご挨拶といた
します。
o
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岡山県森林組合連合会

行
発

岡山市北区岡南町2-5-10
電話 086(222)7671
FAX 086(224)2655

新年あけましておめでとうご
ざいます。
皆様には、輝かしい新春をお
迎えのこととお慶び申し上げま
す。
平素から森林組合系統の業務
の推進につきましては、特段の
ご支援、ご協力を賜り厚く御礼
申し上げます。
昨年は、「平成 年７月豪雨」
により、県下では多くの人命が
奪われ、交通網、ライフライン
も遮断される未曾有の被害とな
りました。亡くなられた方々に
謹んでお悔やみ申し上げますと
ともに、被災された皆様、並び
にそのご家族の皆様に心よりお
見舞い申し上げます。被災地の
一日も早い復興をお祈り申し上
げます。
林業関係におきましても、林
道、造林地等が甚大な被害を受
け、一時的に林業生産活動が停
滞する事態となりましたが、官
民挙げての復旧への取組みに敬
意を表する次第であります。
さて、木材の利用を推進する
ことは、快適で健康的な住環境
等の形成に寄与するだけでなく、
森林整備を促進し、地球温暖化
や土砂災害を防ぐとともに、地

有松
阪本
大山
小松
木村
近藤
奥山

紘一郎
茂
哲哉
健三
俊郎
稔朗
義弘
直行
美博

和展
明日香
淳
庸介
俊文
晃
総一郎

森岡 保博

門野 由範

實村 文昭
井上 純一

井手
森野
吉岡
西本
竹本
井上
横木
長代
小椋
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代表理事会長
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岡山県農林水産部長
伊藤
敦哉
新年あけましておめで
とうございます。
皆様方におかれまして
は、健やかに新年をお迎
えのこととお慶び申し上
げます。平素から森林・

き継いでいくため、一層

豊かな森林を次世代へ引

現状に精通した林業経営

ましては、地域や森林の

及び各森林組合におかれ

岡山県森林組合連合会

方々の経営再建に向けた

の県産材の需要拡大、木
の中核的担い手であり、

支援及び林業関係施設等

質バイオマス資源等の新

ビジョン」に基づき、

技術開発、低コストで効
これまでの森林整備に加

「伐って、使って、植え

率的な作業システムの開
え、意欲と能力のある林

の復旧に全力で取り組ん

発による林業の収益性の

業経営者として収益性の

て、育てる」林業のサイ

向上、次代を担う力強い

向上と効率的かつ安定的

でまいります。

担い手の育成、少花粉ス

な森林経営に取り組み、

クルを循環させ、多様で

ギへの植え替えなどの施

地域の森林整備と県産材
の安定供給にご尽力賜り

最後になりますが、皆

こうした中、平成三一

策を推進しております。

力を有する林業経営者へ

様方のご健勝とご多幸を

ますようお願いいたしま

の森林経営の集積・集約

お祈り申し上げまして、

年度には、森林経営管理

化を図るとともに、経済

新年のごあいさつといた

す。

ベースにのらない森林に

します。

法が施行され、意欲と能

ついて市町村が公的管理
を行う「新たな森林管理
システム」が始まること
から、この制度の円滑な
実施を図り、森林の適正
な経営・管理を推進して
まいります。
さらに、平成三〇年七
月豪雨では県内各地で甚
大な被害が発生しており 、
被災された農林漁業者の

農林中央金庫
岡山支店長
熊倉
竜也
謹んで新年のお慶びを
申しあげます。
皆様におかれましては 、
当金庫業務につきまして
毎々格別のご高配を賜り
厚くお礼申しあげます。
昨年は、西日本豪雨を
はじめとして、各地で大
規模自然災害が発生した
一年でございました。被
災された方々へ謹んでお
見舞い申しあげますとと
もに、一日も早い復旧・
復興をご祈念申しあげま
す。
さて、昨年の世界経済
は、景気拡大が続く米国・
欧州経済を中心に、全体
として底堅い成長が継続
しておりました。一方、
日本経済は、輸出・生産
の伸びを背景として緩や
かな成長が継続している
ものの、賃金上昇が緩慢
であるなど、低インフレ
の状況が続いておりまし

た。
次に、林業を巡る情勢
につきましては、持続可
能な林業経営に向けた適
正な木材価格の実現や担
い手の確保などが、依然
として喫緊の課題となっ
ており、厳しい状況が続
いております。
その一方で、二〇二〇
年の東京オリンピック開
催に向け、関連施設建設
で木材利用が推進される
など、官民一体となって
国産材の利用拡大に向け
た取組みも進められてお
ります。
また、平成三一年度税
制改正において、森林環
境税および森林環境譲与
税が創設されるとともに 、
二〇一九年四月から新た
な森林管理システムが導
入されるなど、国を挙げ
ての支援制度も拡充され
ます。
さらに、ここ岡山県は 、
全国有数のヒノキの名産
地としてその名を馳せる
とともに、二〇二〇年の
東京オリンピックの関連
施設で岡山県産材が使用
されるなど、県産材の更
なるブランド力向上が期
待されます。
当金庫が実施している
林業労働安全性向上対策
事業では、上期募集に対

して二一三件二四〇〇万
円の応募がございました 。
また、国産材の利用・
販売拡大に向けて、産業
界・学術界・金融界連携
により二〇一六年度に設
立したウッドソリューショ
ン・ネットワークでは、
分科会を立ち上げて課題
抽出・解決に向けて活動
しており、昨年は、内装
デザインを施主に提案す
るクリエイターの皆様に
向けて、木材を使った内
装提案に取り組んでいた
だくためのアプローチブッ
クを制作いたしました。
このように当金庫では 、
林業ならびに森林組合系
統の発展に向けて、適切
な金融機能の発揮のほか 、
森林施業の集約化・高度
化や国産材の利用・販売
拡大に向けた取り組みを
進めております。
本年も皆様のお役に立
てるよう精一杯取組みを
進めていく所存でござい
ますので、引き続きご指
導ご鞭撻を賜りますよう 、
よろしくお願い申しあげ
ます。
結びになりますが、皆
様の益々のご健勝とご多
幸を祈念いたしまして、
新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

2

林業行政をはじめ県行政
の全般にわたり、格別の
ご理解とご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。
森林・林業をめぐる情
勢は、戦後造成された人
工林が本格的な利用期を
迎え、豊富な森林資源の
循環利用に向けて、新た
な木材需要の創出や安定
的・効率的な国産材の供
給体制の構築等により、
林業の成長産業化と森林
資源の適切な管理の両立
を実現することが重要な

お か や ま森 林 ・ 林 業

県におきましては、

課題となっています。
「
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へと替わる大きな節目を迎
えますが、森林・林業施策
についても、この座軸が大
きく変わる局面に入ってい
ます。
我々森林組合系統の永年
の悲願であった「森林環境
税（仮称）」及び「森林環
境譲与税（仮称）」の創設
が決定され、平成三十一年
度から市町村、都道府県へ
の譲与が始まる運びである
ことに加え、森林経営管理
法が四月から施行され「新
たな森林管理システム」の
運用が始まります。
これから森林組合系統は、
施業集約化や低コスト化、
国産材の安定供給といった
これまでの取組に加え、
「新たな森林管理システム」
の着実な実施に向け、森林
所有者への意向調査や、経
営管理実施権ならびに市町
村森林経営管理事業の受託
などに、全力を挙げて取り
組んでいかなければなりま
せん。
戦後我々の先人達が植林
した人工林が着実に成熟し、
再生可能な国産資源として
本格的な利用期を迎える今、
新たな施策を有効に活用し
ながら、今一度「伐って、
使って、植えて、育てる」
という林業の健全な循環利
用を再構築し、森林の多面
的機能を十全に発揮させな

がら山村地域に活力を取り
戻していく「林業の成長産
業化」を強力に推進してい
くことが重要となってきま
す。
そして、森林を適切に守
り育て、「林業の成長産業
化」を推進していくために
は、担い手の確保・育成が
不可欠であり、労働災害ゼ
ロの実現に向け、林業労働
安全の確立をはじめとした
労働環境の改善にも取り組
んでいかなければなりませ
ん。
これらについては、昨年
十一月に開催した全国森林
組合代表者大会において大
会決議を行い、森林組合系
統がこれまで培ってきた技
術と能力を最大限発揮し取
組を進め、組合員と地域の
信頼に応えていくことを打
ち出したところです。
また、平成二十八年度か
ら取組を開始した系統運動
「森林・林業・山村未来創
造運動」については折り返
し地点を超え、平成三十二
年度の最終目標達成に向け、
追い込み段階に入っていま
す。森林組合系統の事業実
施態勢強化に向け、効率化
や事業基盤整備、スケール
メリットを活かした供給販
売体制の構築、労働安全や
コンプライアンスをはじめ
とした組織体制づくりなど、

林業体験記

十一月に津山市の林業体
験へ、十二月には美咲町の
林業体験に参加してきまし
た。
普段の仕事では事務所に
いることが多く、チェンソー
を使用したり重機に乗った
りする機会がないのでやっ
てみたい！と思い休日に参
加させてもらいました。
初めて体験することばか
りで、何もかも新鮮でとて
も楽しかったです。
また、緑の雇用の研修生
の方が指導している姿を見
ると、 年間でこんなにも
技術に磨きがかかるんだな
と改めて感じました。
私自身、林業のことにつ
いて勉強を始めたばかりで
すが、これからも色々な研
修等に参加し吸収して、わ
たしが感じる林業の魅力を
発信していこうと思います。
（企画指導課 播磨 愛子）

本年も森林保険の加入促進等のご協力を
よろしくお願いいたします。

内からの改革を着実に進め
てまいります。
最後に、森林組合系統活
動への引き続きのご指導、
ご支援をお願い申し上げま
すとともに、本年が皆様お
一方お一方にとって、幸多
き素晴らしい一年となりま
すよう祈念し、新年のご挨
拶といたします。

始めました
（公財）岡山県林業振興
基金（県森連内）ではこれ
まで、 Facebook
での配信を
不定期に行っていましたが、
この度、 LINE
での配信も始
めました。通常の LINE
とは
少し異なりビジネス向けの
アカウントです。
まだ始めたばかりですが、
岡山県内の林業体験や林業
に関する情報をユーザー
（登録者）へ一斉にメッセー
ジ配信していく予定です。
ぜひ、お友達登録をお願い
します。
また、岡山県内で林業に
従事している方で配信して
欲しい内容がありましたら
林業振興基金までご連絡を
お願いします。

3

全国森林組合連合会
代表理事会長
村松
二郎
謹んで新年のお慶びを申
し上げます。
平素は、森林組合系統の
業務運営につきまして特段
のご理解、ご協力を賜り、
厚く御礼を申し上げます。
昨年は、豪雪にはじまり、
相次ぐ台風の襲来や七月豪
雨をはじめとした集中豪雨、
そして、大阪北部地震や北
海道胆振東部地震など、度
重なる自然の猛威に見舞わ
れた一年となりました。残
念ながら多くの尊い命が犠
牲となり、全国各地で生活・
生産基盤や都市・交通機能
に甚大な被害が発生してい
ます。
お亡くなりになられた方々
のご冥福をお祈りしいたし
ますとともに、被災地の皆
様に心よりお見舞いを申し
上げ、関係各位の復旧・復
興へのご尽力に敬意を表し
ます。
さて、本年五月一日には、
平成の御代から新しい時代
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新たにフォレストワーカー 名誕生

3

30
12

3

6

2

3

23

緑の雇用集合研修が終了

伐倒作業時の安全確認、退避行
動等の重要性を繰り返し徹底し
ました。
研修 年目には、高性能林業
機械を使用した、伐倒、集材、
造材、運搬、さらに作業道作設
等のレベルの高い研修を行いま
した。作業道については、 月
の豪雨災害もあり、崩れにくい
頑丈な作業道を作設できるよう
に、外部講師より、熱い指導を
受けました。
研修最終日の修了証授与式で
は、研修生一人ひとりに、感想
と決意表明をしてもらい、「林
業を続けていればまた会うこと
があると思うので、再会を楽し
▶ 研修を修了した
みにこれからも頑張っていきま
緑の雇用３年目研修生
平成 年 月 日、緑の雇用
年生の集合研修が終わり、平
成最後のフォレストワーカーが
名誕生しました。
緑の雇用では、認定事業体に
所属する林業を始めて 年以内
の方を対象に、 年間の研修を
行い、林業に必要な、知識・技
術・安全面などを学びます。中
でも労働災害防止については、
防護ズボン等の着用はもちろん、
23

7

▲集材・造材の研修

す」「早く一人前になって会社
を支えていける人間になります」
「次は指導員として、この研修
に来ます」等、頼もしい表明も
ありました。
今年の 年生も大きなケガも
なく無事に修了することができ
ました。今後も、体調管理等に
は十分気を付けて、岡山の林業
を盛り上げてくれることを期待
しています。
3

▲グループワークの様子

平成31年度県森連木材共販所の日程(1～2月)
市日

場所

備考

1月7日(月)

勝山→津山

初市

1月11日(金)

新見

初市

1月16日(水)

勝山→津山

-

1月23日(水)

新見

-

1月29日(火)

勝山→津山

-

2月1日(金)

新見

-

2月7日(木)

勝山→津山

記念市

2月13日(水)

新見

2月19日(火)

勝山→津山

特別市

2月22日(金)

新見

特別市

2月27日(水)

勝山→津山

-

▲重機メンテナンス説明

第１８９６回 新見共販所市況 平成３０年１２月２１日
杉(千円/m³)

桧(千円/m³)

長さ 径級(cm)

径級(cm)
大曲 小曲

13 下
14 ～ 16
３Ｍ
18 ～ 20
22 ～ 28

7
7
7

12 下 14 ～ 16 6
４Ｍ 18 ～ 20 8.5
22 ～ 28 8.5
30 上 8.5
16 ～ 18 ６M
20 ～ 22 4

直

大曲 小曲

本

- 270円 14
7
8.5 10.5 15 ～ 16 13
8.5 10.5 18 ～ 20 13
8.5 12
22 上 13
本

- 370円 7 ～ 13
- 9.5 14 ～ 18
10 20 ～ 22
10 24 ～ 28
10
30上
13 15 18 ～ 20
13 15

-

直

9
11
16 19.5
16 17.5
16.5 17.5
-

12.5 18.5
15.5 17.5
15.5 18
15.5 18
25

本

370円
20
18.5
18
18
30.5

