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２ 諸会議 

（１）総 会 

平成２５年度定時総会 開催年月日 平成２５年８月２０日 開催場所 グランヴェール岐山 

総数 本人出席 委任状提出 出席者数 

６２ ４９ １３ ６２ 

◯提出議案 

  第１号議案      平成２４年度業務報告及び一般会計収支決算の承認について 

  第２号議案      平成２５年度における会費の額、納入の時期及び納入の方法について 

◯報告事項     平成２５年度事業計画及び一般会計収支予算について 

◯決議事項 

   第１号議案～第２号議案は、いずれも原案どおり決定された。 

平成２５年度第1回臨時総会 開催年月日 平成２５年１２月１１日 開催場所 書面表決 

総数 書面表決者 欠席者 

６２名 ６２名 なし 

◯提出議題 

 会費等に関する規程の一部改正案について 

◯ 提出議題は、書面表決者６２名全員が異議なく承認し、原案どおり決定された。 

 （２）役員会 

  第１回 開催場所：ぎふ森林文化センター 東濃桧ホ－ル 

開催年月日 

平成２５年７月３０日 

出席理事 

本人  １３名 

監事   ３名 

 

 

◯提出議案 

第１号議案 平成２４年度業務報告及び一般会計収支決算の承認について 

第２号議案 平成２５年度定時総会提出議案の承認について 

 ・議案  

    ア 平成２４年度業務報告及び一般会計収支決算の承認について 

    イ 平成２５年度における会費の額、納入の時期及び納入の方法の決

定について 

・報告事項 

    ア 平成２５年度事業計画及び一般会計収支予算について 

  イ 平成２５年度治山林道工事等コンクール結果について 

◯報告事項 

第１号 平成２５年度定時総会の進行について 

第２号 森林・山村多面的機能発揮対策の進捗状況について 

第３号 理事の執務状況について（法人法第９１条第２項関係） 

第４号 国要望について 

○決議事項 

 第１号議案～第２号議案は、いずれも原案どおり決定された。 

   第２回 開催場所：ぎふ森林文化センター 東濃桧ホ－ル 

開催年月日 

平成２６年５月９日 

出席理事 

本人  １１名 

監事   ２名 

 

◯提出議案 

第１号議案 代表理事の選定について 

第２号議案 副会長の執務執行順位の決定について 

第３号議案 平成２６年度事業計画並びに予算の承認について 

   ① 平成２６年度事業計画書 

   ② 平成２６年度予算書 
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    ③ 平成２６年度資金調達及び設備投資の見込み   

第４号議案 平成２６年度会費総額及び会費内訳(案)の承認について 

第５号議案 役員改選に伴う候補者の推薦方法について 

第６号議案 平成２６年度定時総会の開催日時、場所について 

◯報告事項 

第１号 職務の執行状況の報告（法人法第９１条第２項関係） 

第２号 平成２５年度森林・山村多面的機能発揮対策事業の実施状況及び 

    平成２６年度計画について 

◯決議事項 

 第１号議案～第６号議案は、いずれも原案どおり決定された。 

平成２５年度第１回臨時理事会 開催年月日 平成２５年１１月２６日 開催場所 書面表決 

総数 書面表決者 欠席者 

１４名 １４名 なし 

◯提出議題 

  会費等に関する規程の一部改正案の総会への議案提出について 

◯提出議題は、書面表決者１４名全員が異議なく承認し、原案どおり決定された。 

 （３）監査会 

 実施年月日  監査の範囲  監査講評 

 平成２５年６月１７日 

 

 平成２４年度事業内容及び 一 

 般会計収支会計処理 

 特に指摘事項なし 

 

 

 

（４）森林・環境広報情報交換会 

 「森林のたより」発刊のため、下記のとおり情報交換会を開催した。 

   平成２５年９月１０日、平成２６年１月１０日、平成２６年５月２日 

 

 

 

 

 

 

(５）本協会から出席した主な会議及び行事 

日  程 行   事   等 場 所 

平成 25年 6月 1日 自由民主党岐阜県連定期大会 岐阜市 

6月 3 日 森林・山村多面的機能発揮対策事業 市町村説明会 岐阜市 

6月 5 日 林業構造改善事業推進会議、林業構造改善協議会解散総会 

 

岐阜市 

6月 11日 （公社）岐阜県緑化推進委員会 平成 25年度定時総会 岐阜市  

6月 13日 「ぎふ山の日」推進実行委員会 岐阜市 

 6月 13日 森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会設立準備会 岐阜市 

6月 16日 古屋圭司先生の国務大臣就任を祝う会 岐阜市  

6月 17日 （公社）岐阜県山林協会監査会 岐阜市 

6月 20日 （社）日本治山治水協会理事会 東京都 
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6月 21日 岐阜県森林技術研究会 岐阜市 

6月 25日 （公社）岐阜県森林公社第 1 回定時社員総会 美濃市 

6月 25日 （公社）木曽三川水源造成公社第 1回定時社員総会 美濃市 

6月 27日 第 39 回全国育樹祭開催準備協議会第 1回会議 岐阜市 

6月 27日～28 日 中部地区治山林道連絡協議会会長会議 愛知県 

7月 2日 岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会設立総会 岐阜市 

7月 12日 平成 25年度第 1回施業プランナー等育成企画運営委員会 岐阜市 

7月 12日 平成 25年度緑の青年就業準備給付金審査委員会 岐阜市 

7月 16日 治山林道工事等コンンクール審査会 岐阜市 

7月 17日 清流の国ぎふシンポジウム 美濃市 

7月 18日 第 39 回全国育樹祭開催準備協議会第 1回幹事会 岐阜市 

7月 18日 岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会第 1 回幹事会 岐阜市 

7月 22日 森と木とのふれあいフェア企画委員会 岐阜市 

7月 22日 林業構造改善事業推進会議 岐阜市 

7月 23日 山林協会西南濃支部幹事会 海津市 

7月 24日 公有林野全国協議会総会 東京都 

7月 30日 （公社）岐阜県山林協会第 1 回理事会 岐阜市 

8月 8日 
平成 26年度予算確保にかかる県選出国会議員及び林野庁への

提案・要望活動 
東京都 

8月 9 日 
中部地区治山林道連絡協議会 平成 25 年度予算への 

提案・要望活動 
東京都 

8月 20日 （公社）岐阜県山林協会 平成 25 年度定時総会 岐阜市 

8月 20日 岐阜県水源林造林推進協議会 第 49回通常総会 岐阜市 

8月 20日 岐阜県農林水産業活性化協議会第１回会議 岐阜市 

8月 22日 岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会 講演会 富加町 

8月 27日 林業団体と林業関係議員との懇話会 事務局会議 岐阜市 

8月 29日 （社）日本治山治水協会平成 25年度定時総会 東京都 

9月 10日          

     

平成 25年度第 2回 森林・環境広報情報交換会 岐阜市 

9月 20日 林業団体と林業関係議員との懇話会 岐阜市 

9月 27日 岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会第 2 回幹事会 岐阜市 

10月 3日 （社）日本治山治水協会 協会長会議 東京都 

10月 19日 ぎふ清流国体・ぎふ清流大会 1周年記念イベント 記念式典 岐阜市 

10月 24日 （公社）岐阜県森林公社第 1 回理事会 美濃市 

10月 28日 森林・山村多面的機能発揮対策事業 ブロック会議 愛知県 
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11月 5日 平成 25年度第 2回緑の青年就業準備給付金審査委員会 岐阜市 

11月 7日 自由民主党岐阜県連 友好団体提案・要望ヒアリング 岐阜市 

11月 15日 岐阜県農林水産業活性化協議会第 2回会議 岐阜市 

    11月 17日 第 37 回全国育樹祭 埼玉県 

11月 20日 岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会第 3 回幹事会 岐阜市 

11月 20日 日本林道協会 理事会、平成 25年度通常総会 東京都 

11月 20日 平成 25年度 治山・林道工事等コンクール表彰式 東京都 

11月 23日 自由民主党岐阜県連 政経文化パーティー 岐阜市 

11月 28日 岐阜県木材協同組合連合会第 140 回理事会 岐阜市 

12月 17日 
森林・林業・木材産業に関する平成 26 年度岐阜県予算等に 

ついて知事へ提案・要望 
岐阜市 

平成 26年 1月 9日 岐阜県木材業界新年互礼会 岐阜市 

1月 10日 平成 25年度第 3回 森林・環境広報情報交換会 岐阜市  

1月 17日 
平成 26年度予算確保にかかる県選出国会議員及び林野庁への

提案・要望活動 

東京都 

   

1月 20日 林業構造改善事業推進会議 岐阜市  

1月 21日 

（社）日本治山治水協会 第 3回理事会 

全国治山林道協会長会議 

民有林振興会 総会及びセミナー 

東京都 

1月 22日 日本林業再生における森林土木等に関する研究会 東京都 

1月 27日 地域展開型森林づくりプロジェクト 実績発表会 美濃市 

1月 29日 第 23 回緑の少年団全国大会 実行委員会 岐阜市 

2月 4日 森林・山村多面的機能発揮対策事業 平成 26年度説明会 東京都 

2月 7日 林材懇話会 岐阜市 

2月 7日 森林林業関係発表会 関市 

2月 12日 岐阜県森林技術研究会研修 岐阜市 

2月 13日 森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会 説明会 岐阜市 

2月 17日 岐阜県農林水産業活性化協議会第３回会議 岐阜市 

2月 25日 岐阜県名誉県民表彰式 岐阜市 

2月 26日 （公社）岐阜県緑化推進委員会理事会 岐阜市 

2月 28日 岐阜県産直住宅協会 「遠藤日雄先生」講演会 岐阜市 

3月 2 日 
森林・環境税フォーラム 

「第 2回緑豊かな清流の国ぎふづくり県民フォーラム」 
岐阜市 

3月 5 日 林業経営コンクール審査会 岐阜市 
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3月 6 日 
第 23 回緑の少年団全国大会企画運営委託業務」プロポーザル

評価会議 
岐阜市 

3月 7 日 森林整備加速化・林業再生協議会幹事会 岐阜市 

3月 12日 
平成 25年度第 3回施業プランナー等の育成に係る研修等 

企画運営委員会 
岐阜市 

3月 17日 森林整備加速化・林業再生協議会総会 岐阜市 

3月 18日 第 39 回全国育樹祭開催準備協議会 第 2 回幹事会 岐阜市 

3月 19日 第 3 回岐阜県林業構造改善事業推進会議 岐阜市 

3月 20日 岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会第 4 回幹事会 岐阜市 

3月 20日 林材懇話会例会 岐阜市 

3月 26日 第 39 回全国育樹祭開催準備協議会 第 2 回会議 岐阜市 

3月 26日 第 23 回緑の少年団全国大会 実行委員会（第 2 回） 岐阜市 

4月 4 日 岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策事業 監査 
山県市・

富加町 

4月 8 日 森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会 総会・幹事会 岐阜市 

4月 9 日 （一社）日本治山治水協会 治山事業 100 周年記念式典 東京都 

4月 10日 岐阜県名誉県民田口義嘉壽氏を祝う会 岐阜市 

4月 22日 岐阜県木材協同組合連合会 事業等監査 岐阜市 

4月 28日 森林整備加速化・林業再生協議会幹事会 岐阜市 

5月 2 日 岐阜県木材協同組合連合会第 141 回理事会 岐阜市 

5月 2 日 平成 26年度第 1回 森林・環境広報情報交換会 岐阜市 

5月 9 日 （公社）岐阜県山林協会平成 25年度第 2回理事会 岐阜市 

5月 13日 （公社）岐阜県緑化推進委員会理事会 岐阜市 

5月 15日 第 39 回全国育樹祭開催準備協議会 設立総会 岐阜市 

5月 15～16日 中部地区治山林道連絡協議会事務局長会議 岐阜市他 

5月 19日 岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会第 2 回幹事会 岐阜市 

5月 20日 第 1 回岐阜県林業構造改善事業推進会議 岐阜市 

5月 21日 
岐阜県林業経営者協会平成 26 年度通常総会 

林材懇話会例会 

岐阜市 

岐阜市 

5月 29日 岐阜県森林組合連合会 第 63 回通常総会 岐阜市 

5月 30日 岐阜県木材協同組合連合会 第 54 回通常総会 岐阜市 

   

 

  ３ 森林の整備と保全を促進する事業（公益目的事業） 

（１）森林に関する啓発事業                           

 ア 森林・林業啓発イベントの開催 

 （ア） 「ぎふ山の日フェスタ２０１３」の開催 
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     「ぎふ木育キャラバン」同時開催 

・平成２５年８月４日、岐阜県、岐阜県森林組合連合会、岐阜県木材協同組合連合会、（公社）岐阜県

緑化推進委員会とともにＪＲ岐阜駅周辺で開催した。 

       

（イ）「森と木とのふれあいフェア２０１３」   

「森を学ぼう、森で遊ぼう、森の恵みを楽しもう」をキャッチフレーズに、平成２５年１０月２６日

～２７日の２日間、岐阜市藪田南・県庁前公園において、岐阜県、岐阜県森林組合連合会、岐阜県木

材協同組合連合会、（公社）岐阜県緑化推進委員会、（一社）岐阜県林業経営者協会、岐阜県林業グ

ループ連絡協議会、岐阜県木材利用推進協議会とともに準備していたが、天候不良のため中止になっ

た。 

 （ウ）岐阜県みどりの祭りの開催中止 

  

イ 広報誌「森林のたより」の内容の充実 

一般県民等読者が読みやすくするため、イベント情報を一般向けと林業者向けに区分するとともに、一

般読者向けの記事を前半へ、専門的記事を後半へと分別し、内容もシリーズにより充実を図った。 

 また、内容の充実に伴い、従来の２０ページ構成では対応できなくなったため、２４ページに増量し

た。（７ｶ月分を２４ﾍﾟｰｼﾞとした） 

ウ  森林・林業施策等ＰＲパンフレット等の配付 

一般県民等の森林・林業への理解を促進するため、啓発イベント等の会場において、冊子「森林のひみ

つ」、「保安林ＰＲパンフレット」、「林道ＰＲパンフレット」、「間伐促進パンフレット」を配付し

た。 

エ 各種コンクールの開催支援 

（一社）日本治山治水協会主催の山地災害防止標語及び写真コンクール開催に協力し、県内からの応募

が増加するよう、ホームページ、広報誌等でＰＲをおこなった。標語コンクールにおいては、県内から

２６件の応募があった。また、標語コンクールにおいて、美濃加茂市の松井氏の「災害は事前の備え 身

を守る」が奨励賞を受賞した。 

オ 環境キャンペーン協賛事業 

森林や自然環境の保全をＰＲするため、テレビ、新聞の環境キャンペーンに参加した。 

テレビ：地域防災と安全な街づくり 

木曽三川の水と自然を守ろう 

新 聞：山火事防止 

   「ぎふ山の日」 

カ ホームページ運用事業 

 ホームページを随時更新し、一般への情報提供機能を強化した。 

 

 （２）森林に関する提案活動 

        森林の公益的機能の維持増進のため、国・県の林政関係事業の適切な展開を図るため、国、県、国会

議員、県議会議員に森林・林業・林材業の振興にかかる提案活動を行った。 
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ア 提案活動及び項目等（県議会議員あて） 

日  程 提案・要望先           提  案  ・  要  望   事   項                   

平成25年9月20日 

 

 

 

 

 

県議会林業関係議員 

県林政関係幹部 

職員 

 

 

 

 

 

 

 

林材業関係団体と県議会林業活性化議員連盟所属議員との

意見交換会を開催し、林業関係団体が抱えている各種問題等

について、平成２６年度予算における施策対応について意見

交換を実施。 

意見交換項目 

１ 安全・安心の県土をつくる治山事業の計画的・積極的な

推進 

２ 水源林・里山林の整備推進 

３ 全国育樹祭開催を契機とした「清流の国ぎふ」づくりの

推進 

４ 森林を支える山村の活性化 

 

イ 提案活動及び項目等（自民党あて） 

  日  程  提案・要望先    提 案 ・ 要 望 事 項                    

平成25年11月7日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由民主党岐阜県

支部連合会 

平成２６年度県当初予算編成に対する友好団体としての

提案・要望 

１ 公共建築物におけるＪＡＳ製材品等の利用促進 

２ 木造住宅、商工業施設、街づくり等の多様な分野への

木材利用の促進 

３ 獣害対策の促進 

４ 治山事業の計画的・積極的な推進 

５ 水源林・里山林の整備促進 

６ 全国育樹祭開催を契機とした「清流の国ぎふ」づくり

の推進 

７ 森林を支える山村の活性化 

８ 森林整備の促進 

９ 鳥獣害対策の充実 

10 林業の「第六次産業化」の推進 

11 木材利用ポイント事業の継続実施 

12 「木の国・ぎふ」の県内木材産業活性化の促進 

13 県産材需要拡大施設等整備事業及び木材公共施設整備

加速化事業補助率の堅持 

規制改革に対する友好団体としての提案・要望 

  有害鳥獣捕獲の許可基準の緩和措置（中津川市）等 
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ウ 提案活動及び項目等（知事あて） 

  日    程  提案・要望先    提 案 ・ 要 望 事 項                    

平成25年12月17日 

 

 

 

 

岐阜県知事 

 

 

 

 

 

林材業関係団体とともに平成２６年度予算編成について知

事に提案・要望 

１ 森林の保全・利用の障害となっている不明な森林境界

及び森林所有者の確定促進 

２ 安全・安心の県土をつくる治山事業の計画的・積極的

な推進 

３ 水源林・里山林の整備促進 

４ 全国育樹祭開催を契機とした「清流の国ぎふ」づくり

の推進 

５ 森林整備事業のための安定財源の確保及び森林整備加

速化・林業再生基金（復興木材安定供給対策）に代わ

る財源の確保についての国への要望 

６ 持続可能な森林経営の確立 

７ 木材利用ポイント事業の継続実施 

８ 公共建築物におけるＪＡＳ製材品等の利用促進 

９ 木造住宅、商工業施設、街づくり等の多様な分野への

木材利用の促進 

10 「木の国・ぎふ」の県内木材産業活性化の推進 

11 広域化・深刻化しているシカ等の野生鳥獣による森林

被害に対する、総合的かつ有効的な被害防止策の推進 

12 東京オリンピック開催に向けたオリンピック村、競技

場等の建設資材として、ひのき合板を含む岐阜県産木

材製品の利活用の国及び東京都への要請 

 

オ 提案・要望活動及び項目等（中央省庁、県選出国会議員あて） 

   日   程 提案・要望先    提 案 ・ 要 望  事  項 

平成25年8月9日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省 

林野庁 

県選出国会議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中部地区治山林道連絡協議会」で決議した事項をうけて

平成２６年度治山事業・林道事業に関して中部地区協議会

が合同で提案要望（本県関係分のみ抜粋） 

１ 治山・林道事業共通の提案・要望 

(1) 健全な森林の育成や保全を図るため、治山・林道事業

を計画的に推進する財源としての「農村漁村地域整備

交付金」等の予算を確保すること。 

(2) 健全な森林を育成するとともに木材生産を拡大し、復

興木材の安定供給し資する間伐等を促進するため、復

興関連予算分として返還要請された「森林整備加速化

・林業再生事業基金」において、新たな財源を確保す

ること。 

(3) 治山・林道事業の事故繰越手続きについて、簡素化す

ること。 
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２ 治山事業の提案・要望 

(1) 山地災害危険地区を対象とした予防対策計画策定の

ための調査計画に対する支援体制を創設すること。 

(2) ニホンジカの食害対策に係る技術基準の整備及び先

進地事例集を作成すること。 

(3) 既存の海岸防災林における樹種転換の手法や広葉樹

混植による機能強化の手法を確立すること。 

(4) 治山施設の老朽化対策に係る調査の仕様、歩掛及び技

術基準を整備すること。 

(5) 工事を実施しない年度においても、調査、測量、設計

費のみを認める制度とすること。 

(6) 治山施設機能強化事業に係る採択基準の緩和及び技

術基準を整備すること。 

３ 林道事業の提案・要望 

(1) 「道整備交付金」と「農山漁村地域整備交付金」に

おいて、相互の弾力的な流用や計画変更の簡素化を

行うこと。 

(2) 林道点検診断・保全整備について、継続して実施す

るとともに予算を確保すること。 

(3) 「森林整備加速化・林業再生事業」が平成２６年度

まで延長されたが、平成２７年度以降も継続して実

施するとともに予算を確保すること。 

(4) 地域の特性に応じた道整備を計画的に行うため、 

「道整備交付金」の継続及び予算を確保すること。 

(5) 林業専用道において１０トン積みより小さいトラッ

クを想定した林道規程や採択基準等を改正すること 

(6) 林道事業において、速やかな事業着手ができるよう

交付決定前の着手を認める制度とすること。 

平成26年1月17日 

 

 

 

 

 

 

 

県選出国会議員 

林野庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山林協会、森林組合連合会、木材協同組合連合会の３団

体により、平成２６年度予算編成に当たって岐阜県の森林

・林業・木材産業の活性化のため下記事項の実現について

提案・要望 

Ⅰ 平成２５年度補正予算及び平成２６年度当初予算に係

る本県への重点配分等に関すること 

１ 森林整備加速化・林業再生基金事業の予算確保 

２ 国有林野を活用した獣害対策の推進 

３ 架線集材技術の普及・定着に対する支援 

４ 木材利用ポイント事業における「地域材利用に関する 
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広報事業」の重点配分 

Ⅱ 平成２５年度補正予算及び平成２６年度当初予算に係

る運用改善に関すること 

１ 森林整備加速化・林業再生基金事業の拡充 

２ 森林・山村多面的機能発揮総合対策の拡充 

Ⅲ 平成２７年度に向けた制度創設等に関すること 

１ 森林整備加速化・林業再生基金事業の延長 

２ 地球温暖化対策のための森林吸収源対策の推進 

３ 水源林の保全と適正管理 

４ 架線集材技術の普及・定着に対する支援 

５ 高性能林業機械の導入に対する支援 

６ 森林整備法人の経営改善に対する支援 

 

 （３）森林の公益的機能の維持増進に関わる林業等森林関連の振興を促進する事業 

森林・林業関係団体とコンクールを共催し、併せてこれら事業に対する一般県民の関心喚起と参加促進

を図り、一般県民の森林・林業への理解を促進した。 

  ア 治山林道工事等コンクールの実施 

   関係行政機関の協力を得て、次の通りコンクールを実施した。 

入選者は、（公社）岐阜県山林協会平成２５年度定時総会において表彰するとともに各部門で最優

秀賞を受賞した工事等について、（一社）日本治山治水協会及び日本林道協会主催の全国コンクール

に推薦し、（株）飛鳥が民有林治山工事部門で林野庁長官賞を、民有林治山木材使用工事部門で瀧根隆

司氏が日本治山治水協会長賞を、林道関係では、恵那市が林道維持管理部門で日本林道協会長賞を、民

有林林道工事部門で志津建設（株）が林野庁長官賞、民有林林道木材使用工事部門で夕下健彦氏が、日

本林道協会長賞を授賞した。     

  

①林道維持管理コンクール（応募数：３路線） 

  知事賞    最優秀 １ 路線  恵那市 

  山林協会長賞 優秀  １ 路線  郡上市 

        入選  １ 路線  下呂市 

②治山工事コンクール（応募数：１０社） 

  山林協会長賞  最優秀  １  社   （株）飛鳥 岐阜支店 

                優秀    １ 社   （有）土屋土建 

        入選    ８  社   大一建設（株）、イビデングリーンテック（株）、 

(有)橋本組 、(株)イトウ産業 、（株）堀井工務店 、 

                 （協業）Ｈ・Ｃ建設 、丸技巧 、大山土木（株） 

③林道工事コンクール（応募数：４路線） 

 山林協会長賞  最優秀   １ 社     志津建設（株） 

                優秀     １ 社     （株）新井組 

                入選    ２  社     西建産業（株）、（株）名畑組 

④治山木材使用工事コンクール（応募数：２工事） 

  山林協会長賞  最優秀   １  工事  飛騨農林事務所 瀧根 隆司 
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        優秀   １ 工事  可茂農林事務所 倉 浩二 

⑤林道木材使用工事コンクール（応募数：１工区） 

  山林協会長賞   最優秀 １ 工区   郡上市 夕下 健彦 

            

⑥林業経営コンクール 応募数：５（個人３ 団体２）   

 イ 治山林道写真コンクールの支援 

治山部門においては、治山事業の重要性を、林道部門では、林道の必要性をアピールする写真のコン

クールに助成した。９４点の応募があり、治山部門では、一般の部での「清流 吉田川と城下町を望む」

の杉山昇氏など４名が、林道部門では、森林施業部門での「職人の域に達した機械さばき」の下垣津友

哉氏が最優秀に選ばれた。 

  

 

 （４） 都市住民等の森林等への理解促進のための事業 

会員等が行った「都市住民等の森林・林業への理解促進」のためのイベント等の開催に助成した。 

日   程       事業名（イベント名） 等  主 催 者 名 

平成25年8月～ 9月 えなの木、もりの木、きになる木コンテスト 恵 那 市 

7月～12月 森林体験「楽習」ツアー 加子母森林組合 

8月 4日 グリーンフェスタ＆カーペンター 可茂森林組合 

      8月 4日 ぎふ山の日 山の日イベント東濃地区

実行委員会 

平成25年 8月18日 

平成26年 3月16日 

木と友達になりましょう 下呂山林協会 

 

11月9 ,10日 岐阜県立森林文化アカデミー第13回翔楓祭 第13回翔楓実行委員会 

11月16,17日 第３４回富加町民まつり開催事業 富加町民まつり実行委員

会 

平成26年 5月 3日 

～5日 

つけち森林の市 つけち森林の市実行委員

会 

平成26年 5月 3日 

 

林業フェスティバル 

 

林業ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会

（白川町） 

平成26年 5月11日 郡上市みどりの祭り 郡上市緑化推進委員会等 

 

  （５）社会の後継者である青少年の森林教育の支援 

ア  岐阜県みどりの少年団交流集会 

岐阜県みどりの少年団連絡協議会等が平成２５年８月２日に岐阜県博物館で開催した岐阜県みどりの

少年団の活動発表大会及び交流集会の開催に助成した。 

   ウ 木工教室の開催 

青少年が木に親しみ、木への理解を促進するため、岐阜県木材需要拡大協議会が県下各地で開催した

木工教室の開催を助成した。 

（６）自然環境教育活動等の支援 

野鳥保護思想の普及向上を目的に開催される愛鳥週間ポスターコンクールに助成した。 
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応募件数  １１２校 ５００名（小中高学校計） 

最優秀 ４名、優秀 ８名、入選 １２名、佳作 ４１名 

 （小学低、小学高、中学、高校の 4 部門計） 

 

４ 森林の整備・保全を促進する事業の推進のための育成と連携・協働事業（その他の事業） 

森林の公益的機能の維持・増進のため活動している会員及び森林に関係する各県の団体等や直接的に森

林の維持増進に関わっている県内の森林関係団体等と連携・交流を進め、情報収集や情報交換により、

協会活動を一層充実深化させるための事業及び会員の資質の向上を図るための事業を実施した。 

  

（１） 全国及び各県との連携・協働 

ア （一社）日本治山治水協会、日本林道協会、日本造林協会など森林・林業関係中央団体と連携・交流

し、県選出国会議員等に提案要望活動を行った。 

    イ 中部地区各県の治山林道担当部局及び治山林道関係団体と連絡協議会を開き、情報交換などの結果を

踏まえ、農林水産省、県選出国会議員に提案要望活動を行った。 

    ウ  岐阜県森林組合連合会、岐阜県木材協同組合連合会、（公社）岐阜県緑化推進委員会、（一社）岐阜

県林業経営者協会、（一社）岐阜県森林施業協会など県内森林・林業関係諸団体との連携し、岐阜県

森林再生加速化・林業再生協議会やイベントの開催、提案・要望活動などを行った。 

（２） 会員及び県内森林関連団体の育成等 

    ア 「岐阜県山林協会通信」の活用 

平成２４年度より実施している協会会員を対象としたインターネット通信により、会員に「日本林業」

や協会の動き、予算動向などを提供した。 

イ 研修・講習会の開催及び団体活動支援 

    会員所属員及び森林・林業従事者の資質の向上のため、林業グループ連絡協議会、森林技術師会、治

山・林道研究会、基幹・ふるさと林道連絡協議会、岐阜県森林組合職員連盟などの研修会、講習会等

の活動支援及び団体活動の促進を行った。 

 

日   程      研    修    会    等  場 所 

平成25年 9月 13日 

平成25年10月 18日 

平成25年11月17日 

平成26年 3月 

     5日～6日

平成25年6月 

～平成26年5月 

岐阜県女性グループ交流集会 

岐阜県森林組合職員連盟研修会 

岐阜県森林技術師会交流集会 

林業グループ連絡協議会 

（全国林業女性学習のつどい参加） 

各支部活動 

東 白 川 村 

美濃加茂市 

熊 谷 市 

 

東 京 都 

全 県 
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（３）森林・林業関係団体の行う諸行事、諸会議への参加 

        前掲の会議・行事への参加表のとおり。 

（４）業務参考図書の購入配付 

会員所属員の資質の向上及び林業振興事業の円滑な展開のため、治山林道技術必携、森林林業白書、

森林と林業、造林時報などの各種の業務参考図書を購入し、配付した。 

  (５）林道災害対策 

希望する会員の管理に係る林道について、林道賠償責任保険を取りまとめて契約を代行した。（８市） 

 （６）治山・林道完成標示板等の斡旋 

      治山事業提名板、林道事業完成標示板等の斡旋・仲介を行った。 

                     

５ 管理事業（法人会計） 

協会の円滑な運営をはかるため、通信関係にインターネットを活用し、通信運搬費の削減に努めた。 

会費について、会員の事務処理の適正化を図るため下記の対応を行った。 

・市町村において当協会の会費を予算化するにあたり、前年の１０月頃には確定値が必要なことから、

臨時総会（書面表決）により、会費積算の基礎となっている治山林道等の工事費の対象年度を前年度

から前々年度に改正した。 


