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の経費削減に努め、剰余金約七
千万円を計上することができま

蓮岡議長

農林中央金庫

熊倉岡山支店長

○真庭森林組合
○新見市森林組合
○津山市森林組合
○作州かがみの森林組合

系統利用優秀森林組合

感謝状贈呈

営管理法』が４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、『林業の成長産
業化』を現実とするため、森林
組合系統に課せられた責務は非
常に大きなものがあります。」
と述べました。
また菊池岡山県副知事、岡山
県議会の蓮岡議長、岡山森林管

全森連

肱黒専務

系統利用奨励森林組合

○美作東備森林組合
○久米郡森林組合
○岡山森林組合

行
発

理署の川村署長、農林中央金庫
の熊倉岡山支店長、全国森林組
合連合会の肱黒専務から祝辞を
いただきました。

井手紘一郎

通常総会終了後、理事会が開
催され会長以下、新役員体制が
決定しました。新役員を含め、
今年度の体制については左記の
とおりです。

代表理事会長

副会長理事 新(任 ) 小野 泰弘

理 事

井上 稔朗

竹本 俊郎

吉岡 哲哉

副会長理事 新(任 ) 西本 健三

理 事

丸田 一徳

代表理事専務

理 事 新(任 )

)

小橋

仙敬

小椋 美博

代 表 監 事 新(任 ) 長代 直行

事 新
(任

監 事

監

森谷 豊

久内 昌平

今年度新たに森林組合長に就任
された方をご紹介します。

びほく森林組合

代表理事組合長

久米郡森林組合

代表理事組合長

1

電話086(222)7671
FAX086(224)2655

した。
開会の挨拶で井手会長は、７
月豪雨で被災された皆様にお見
舞いを申し上げ、来賓及び会員
に対し謝意を述べました。続い
て「林業・木材産業界は大転換
期を迎えようとしています。
『森林環境税』『森林環境譲与
税』の創設が決定し、『森林経

川村署長

岡山県森林組合連合会
岡山市北区岡南町2-5-10

したが、会員をはじめ関係者の
多大なご協力・ご配慮のもと、
集荷・販売に総力で取り組み、
３共販の取扱数
量は歴代最高の
二十一万㎥、取
扱高二十八億四
千九百八十七万
円を計上。指導
部門では、緑の
雇用事業による
専門的な知識・
技術を備えた人
材の育成に努め
るとともに、県
内での就業を促
進するための広
報活動、安全装
備等の導入に対
する助成などを行
いました。
年度事業総取扱高は約三十
四億一千万円で、事業管理費等

岡山県議会

10

木材取扱高過去最高の二十一万㎥
６月 日午前 時 分より、
「岡 山 プラ ザ ホテ ル 」 岡
( 山市
中区 に
) て、第 回通常総 会を
開催しまし
た。
平成 年
度事業報告
及び令和元
年度事業計
画など 議
案が上程さ
れ、審議の
結果、全て
原案どおり
可決・承認
されました。
当会の主
力事業であ
る木材共販
は、一時、
豪雨災害により林業生産活動が
停滞し、安定的な木材の供給に
支障を及ぼすことが懸念されま
井手会長による挨拶

県森連

29

30
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菊池岡山県副知事
岡山森林管理署
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㈱戸川木材が優勝

６月１日に新見市民運動公園
にて親睦ソフトボール大会が開
催されました。本大会は、新見
地域の森林・林業関係者が、林
業の活性化と相互の親睦を深め
ることを目的に開催されていま
す。
５回目となる今回は、 チー

るなど特殊なルールを採用し、
真夏直前の暑さの中、各チーム
笑顔に溢れ、活気のある大会と
なりました。
決勝は「㈱戸川木材 新見市
役所」となり、白熱した試合は、
４対３で㈱戸川木材が優勝し、
敗者復活では、㈲小田工務店が
優勝しました。最優秀選手賞に
は㈱戸川木材の藤井翔悟さんが
選ばれました。
会場を変えての親睦会も盛大
に開催され、新見地域の林業の
振興と関係者の結束を確認しま
した。

特別記念市

回加 茂地区 木材 組合

準優勝の
新見市役所チーム
５月 日、加茂地区木材組合
主催による特別記念市が津山木
材共販所にて開催されました。

第

26

29

11

ム（約 名）の参加があり、盛
大な大会となりました。
杉修次協議会長（㈲杉産業）
と池田一二三新見市長、小林県
議の挨拶の後、杉会長の始球式
によりプレイボール。
親睦ソフトボール大会という
ことで、攻撃時間の制限をかけ
160

激励の挨拶
新見市長

この日の取扱材積は四千五百
十四㎥で出荷全体の ％にあた
る二千七百八十二㎥が加茂・阿
波地域からの出荷でした。
開市前の式典で、清水義夫加
茂地区木材組合長より、「関係
者の皆様方の協力で、充実した
内容の記念市が開催できました
こと、お礼を申し上げます。安
定供給の観点から量的出荷を目
標に組合員全員一丸となり頑張
りました。」と挨拶がありまし
た。
来賓の森岡和雄津山市議会議
員からは、「津山市議会として
も、林業の成長産業化、木材需
要の拡大を積極的に図っていき
たい。」と祝辞がありました。

61

清水義夫組合長

市売り風景
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林業就業

ガイダンス

公(財 岡)山県林業振興基金
（事務局、県森連内）主催によ
る「晴れの国おかやま・林業就
業ガイダンス」を８月 日 日( )
に岡山市の「おかやま西川原プ
ラザ」にて開催します。
本年１月に開催した際には、
名の来場者があり、県内だけ
でなく、県外からも参加があり
ました。参加者からは「林業の
作業内容や勤務形態、募集状況
など」について、質問がありま
した。
今回も、多くの市町村や林業
事業体の担当者が地域の取り組
みや支援状況などの説明にあた
ることにしており、少しでも多
くの方に、林業の仕事を知って
もらう機会にしたいと考えてい
ます。
左記のガイダンス宣伝ポスター
は県内の主要駅に掲出しており。
少しでも興味を持ってもらえる
ようＰＲして行きたいと思いま
す。
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優勝した㈱戸川木材チーム

VS
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「緑の雇用」新規就業者育成推
進事業のＯＪＴ研修が６月より
スタートしました。集合研修に
ついては、６月３日の１年目研
修第１期をはじめ、順次開催し
ています。
今年度の研修生数は、１年目
名、２年目 名、３年目 名
となっており、人数は例年より
減少しておりますが、一人ひと
りが林業に熱意があり、積極的
に講義を受ける姿が見られます。
緑の雇用では、林業事業体に
雇用されて 年以内の方を対象
として、林業で必要な基礎知識、
技術、安全について研修を行っ
ています。近年、機械化が進み、
林業をする上で様々な資格が必
要となっており、伐木、刈払い、
車両系等の資格を習得すること
で、より安全に作業に取り組め
るように努めているところです。
昨年度、岡山県では労働災害
（
(休業 日以上 が
) 件あり、
7

8

「 技 術を 伝 え る」
手 法 を学 ぶ

修で学びました。
また、普段は何気なく行って
いる 作業 を題材 に、 作
｢ 業 の分
解と再構築 と｣してグループワー
クで理解を深めました。
この研修を通じて受講者は、
技術は見て盗 め ま
｢
｣ た、 習
｢う
より 慣れ ろ と
｣ いっ た旧 態 依然
とした指導方針ではなく、それ
ぞれの現場において、的確なコ
ミュニケーションにより技術の
伝承が成されていくことを期待
するところです。

3

研修風景

受け口の例

伐採技術向上対策事業

岡山県では、現場指導者育成
対策事業研修として、林業イン
ストラクターの水野雅夫氏を講
師に迎え、安全かつ確実な伐木
技術を新人作業員へ指導できる
人材を育成するための研修を本
年も実施しました。
林業労働災害は、チェンソー
作業に起因するものが最も多く、
また就業直後から３年目までに
多発するため、作業班長による
正しい現場指導が求められると
ころです。
研修カリキュラムは、合計８
日間を３期に分けて実施され、
そ の中 でも 新人 に対 する 伝
｢え
る力 を｣養うためにワークショッ
プを中心とした座学と、受講者
自身が正しい受け口を作るトレー
ニングを通じた伐倒技術の習得
とその技術の 言
｢ 語化 を
｣実地研

全国の指導者養成研修で講師を務める

例年より多く発生しました。昨
年の 月～ 月にかけて、記録
的な猛暑日が続いたため、研修
生だけでなく指導員もダウンし
熱中症の労働災害が多く発生し
ました。そのため研修では、保
健所から講師を派遣していただ
き、健康管理についても徹底し
た指導を行っています。
また、事故率が最も高い伐倒
作業については、現場指導者の

育成研修（今年度は「伐採技術
向上対策事業」）を受講された
方を講師として、伐倒の基本、
安全作業を指導しており、「浴
びせ倒し等の危険な作業はなぜ
してはいけないのか」「何が原
因で事故が起きるのか」「受け
口がしっかりしていないとどう
なるのか」を少人数で編成され
た班ごとにじっくり討論し、現
場での実習に取り組んでいます。
各事業体の指導員には、今後
とも十分に指導していただきた
いと思います。

講師 水野雅夫 氏
Woodsman Workshop LLC 代表

グループワークの風景
美咲町有林にて伐倒実習風景
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普通救命講習の風景
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新職員紹介

1

ら。
③仕事場の雰囲気にも慣れて
きたので、次は仕事の内容を
理解していきたいです。覚え
ることはたくさんですが、頑
張っていきたいと思います。

4

平 成 年 ４月、当会 では 新た
に３名の職員を迎えることとな
りましたのでご紹介します。

（個人情報については、厳重に取り扱います）

●新職員紹介●
・氏名 所(属 ) ※ 月 日現在
①趣味 特･技
②座右の銘 理(由 )
③挨拶＆抱負

だいだい

平成 年２月より、お申込み
昨年の「平成 年７月豪雨」
から契約が完了するまでのスキー で発生した水害など、被害を発
ムが変更となっております。
見次第、損害発生通知をよろし
保険料の納入時期と郵便発着 くお願いします。また、被害山
を勘案した上で保険期間開始日 林が保険に加入しているかどう
を設定した申込書でお申し込み かなどの確認は、最寄りの森林
いただくようになりました。保 組合へお問い合わせください。
険期間開始日の５営業日前まで
森林保険の時効は、対象地の
に森林保険センターへ申込書が 保険契約日によって異なります。
必着となりますので、早めのお 契約日が平成 年３月 日以前
申込みをよろしくお願いします。 の契約の時効は２年、平成 年
仮に間に合わなかった場合、 ４月１日以降の契約の時効は３
１週間以上保険期間開始日がず 年になります。
れることになりますので、十分
ただし、森林保険では山間地
にご注意ください。
の森林において被害の発見や調
査が遅れることなどがあるため、
保険契約者、被保険者が損害発
生通知書を森林組合系統に提出
した場合は、その受理日をもっ
て時効の中断とみなすこととし
ています。
損害発生通知書は、このよう
に時効の中断に効力があるため、
必ず書面で時効前にご提出くだ
さい。

岡山県森林組合連合会
info@okmoriren.or.jp
岡山県農林水産部組合指導課 kumiai@pref.okayama.lg.jp

あなたが行おうとすることは、
□ 法律に触れませんか？
□ 社会の常識やルールから外れていませんか？
□ 組合の組織理念や行動規範に沿ったものですか？
□ 業務は、適正な手続きに基づいて行っていますか？
□ あなたの良心に沿ったものですか？
□ 家族や社会にそれを説明し、理解されますか？

～組合内で法令や規則違反に気付いても、
相談できる相手がいない。そんな時は相談窓口へ～

7

代々 亮太 （新見支所）
①バイク、ソフトボール
② 継
｢ 続は 力なり！ 中
｣ 学の とき
の監督に教わり少しでも毎日
トレーニングしてきたので。
③新見支所に配属されました代々
です。はやく仕事に慣れ必要
とされる人材になれるように
頑張ります。皆様どうぞよろ
しくお願い致します。

鈴木 遥 （業務課）
①趣味はドライブです。主に中・
四国のドライブスポットや観
光地などを雑誌・ネットで探
し友人や家族と行きます。
②座右の銘は 無
｢ 一物 で
｣す。
あ
｢ るが ままに そ れだ け でい
い と
｣ い う意味 が 含ま れ てい
るそうで、自分を誇張せず見
栄で着飾らずにいようと思い
座右の銘としています。
③４月から業務課で仕事をして
います。まだまだ分からない
事が多く、学ぶことだらけで
すがよろしくお願いいたしま
す。まずは、自分の担当の仕
事をきちんとこなせることを
目標にして頑張りたいと思い
ます。

コンプライアンス自己チェックリスト

コンプライアンス 相談窓口

31

中西 ほのか（津山支所）
① 趣 味は ギター を弾く こと や映
画鑑賞です。
②「変わることを恐れるな」
自分に合った言葉だと思うか
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▲水害による林地崩壊
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▲森林保険センター作成スキーム図
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