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門村組合長のあいさつ

合併による当組合の発足から4年が
経過致しました。
景気は、東日本大震災の影響によ
り依然として厳しい状況にあるなか
で、緩やかに持ち直していくものと
予想されています。
ただし、欧州政府債務危機や原油
高の影響、これらを背景とした海外
景気の下振れ等によって、我が国の
景気が下押しされるリスクが存在す
ること、また、電力供給の制約や原
子力災害の影響、さらには、デフレ
の影響、雇用情勢の悪化懸念が依然
残っていることにも注意が必要とさ
れています。
これまで、政府は「緊急経済対策
」や「新成長戦略」により、景気の

回復、雇用の創造等に取り組んでおり、
この中で、森林・林業を農林水産・環境
分野における成長産業の一つとして大き
く位置付けております。
農林水産省は、平成21（2009）年12月、
我が国の森林・林業を再生していく指針
となる「森林・林業再生プラン」を策定
し、効率的かつ安定的な林業経営の基盤
づくりを進めるとともに、木材の安定供
給と利用に必要な体制を構築していくこ
とと致しました。具体的には、林内路網
の配置、先進的な林業機械の導入、人材
の育成等を一体的に計画・実施するとい
うことです。
当組合は、平成23年度も山林境界の明確
化及び林内路網の整備や高性能林業機械
及び木材乾燥施設の整備などに取り組み
ました。結果として、近い将来の木材搬
出の増加及び加工製品の増産につなげる
ための事業環境を充実させることができ
ました。
毎月の支所長会議におきましては、事
業の進捗状況の確認、事業関係の情報交
換及び組合全体の課題を把握し、目標の
達成と利益の確保のために必要な事項を
検討し、早めの解決を図ってまいりまし
た。
また、事業計画・事業方針を部署の方

針、個人の目標に落とし込み、達成
度合いに応じて部署もしくは個人の
評価を行う人事考課制度の定着によ
り、目標を確実に達成するための体
制の確立に努めました。
会計処理についても、会計担当者
会議にて科目・記帳方法の統一を図
ったこと、また多くの担当者が簿記
の資格を取得するなど能力の向上に
努めたことで、より早く正確に業績
が把握できる体制の整備に努めまし
た。
結果として、平成23年度におきま
しては事業収益が12億5800万円で、
純利益が1800万円と昨年を大幅に上
回る成績で、合併後4期連続の黒字決
算を達成する事ができました。
今後におきましては、各事業所の
連携を強化し、組合員の皆様の満足
度を高めると共に、現場管理の効率
化を図ることで、引き続き安定した
健全経営が行えますよう役職員一同
努力をしてまいりますので、組合員
の皆様の一層のご協力をお願いいた
します。

5月31日平成24年度通常総代会が開催されました
平成24年度通常総代会が5月31日(木)午後2時より林業総合センター(金沢森林組合本所)にて、
石川県県央農林総合事務所の高瀬所長様をはじめ多数のご来賓をお迎えし、総代200名中157名
(内議決権行使書面59名)の出席を得て開催されました。
「第１号議案

平成２３年度事業報告書、貸借対照表、

損益計算書、剰余金処分案承認の件」
「第２号議案

平成２４年度事業計画設定の件」

「第３号議案

平成２４年度貸付金の最高限度を定める件」

「第４号議案

平成２４年度貸付金利率を定める件」

「第５号議案

平成２４年度借入金の最高限度を定める件」

「第６号議案

平成２４年度役員報酬を定める件」

「第７号議案

役員退任慰労金規程制定の件」

「第８号議案

定款の一部変更について」

「第９号議案
平成２４年度余裕金預入先決定の件」
について、いずれも原案通り可決・承認を頂きました。
「第10号議案 役員改選の件」
選挙管理者より理事・監事共立候補者が定員を超えなかった
為、立候補者をもって当選者とする旨の報告がありました。

「森林・林業再生プラン」により森林・林業政策が全面的に見直されます！

組合員の皆様へのお願い
平成24年度からは、森林経営計画を作成しないと国の補助が受けられなくなります。
金沢森林組合では、県・市・町と連携しながら森林経営計画の作成を進めて参りますので、
組合員の皆様のご理解・ご協力をお願いします。
H24から
今まで

形骸化している森林施業計画を改め、

「森林経営計画」創設
施業放棄森林が増加し、
これまでの森林施業計画
が形骸化

①適正な伐採後の造林や間伐などの森林施業が長期の視点に立って
継続的に実施されること
②計画期間中に施業自体を行う必要がない森林であっても、森林の
保護に係る取組が継続的かつ着実に行われることに
より、森林の更廃をもたらさないようにすること

今まで

H24から
計画がなくても補助事業が
受けられ、路網整備が不十分
なため、伐捨間伐・搬出間伐
が個々バラバラに行われ、間
伐による木材収入が得るこ
とが難しく、将来においても
同じ状況が予想される。

H24から
本対策による支援

集約化して計画的な森林整備を行うものに限定して、

路網整備と搬出間伐を支援
①10t積みトラックが通行できる「林業専用道」及び林業機械等が
走行する「森林作業道」など、丈夫で簡易な道に予算を重点化し、
路網整備を加速化
②間伐については５ｈａ以上集約化した搬出間伐のみ支援

役員改選が行われました
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今回の通常総代会において役員の改選が行われ上記の方々が新役員に就任されました。
就任後に理事会及び監事会を開催し、下記の組織図のように執行体制を決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、今回の改選で丸山副組合長理事、高崎副組合長理事、井川理事、北村理事、林茂理事、小孫理事、米澤理事、細野理
事、砂原理事、高木理事、眞田代表監事がご退任されました。任期中は組合運営にご尽力いただき、ありがとうございました。
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事業所紹介：津幡事業所を紹介します
金沢森林組合津幡事業所は、津幡町の中心
部にあり、森林面積5,637haのうち民有林を主
体に森林整備の事業を展開しております。
津幡事業所の中心であり頼りになる岩佐事
業所長、穏やかな人柄が持ち味の山本主任、
いつもみんなを笑顔にしてくれる鈴木、知識
が豊富でベテランの盛、以上４名の男性職員
と、明るい性格の園田、ただいま資格勉強中
の菊田、２名の女性職員と、安心して現場を
任せられる班長井上、自ら率先して仕事をし
てくれる松村、細かいところまで気が利く米
光、人生設計検討中の静かな闘志を燃やす村
井、冷静な性格で確実に仕事をする松本、一
番若手の腰の軽い笹本、以上６名の技能員の
計１２名の多彩なスタッフで皆様の要望に応
えられるよう努力しています。
後列左から：松本、園田、菊田、盛
前列左から：鈴木、岩佐所長、山本、笹本

津幡事業所は理事を始め、組合員の方々と密に
コミュニケーションをとりながら、平成２４年度
から始まりました森林経営計画を作成し、森林施
業の集約化を進め、計画的に森林作業道を整備し
、継続的に造林や間伐が行えるように、造林事業
に力を入れていきます。
適切な施業の提案を心がけ取り組んでまいりま
すので、皆様のご協力よろしくお願いいたします
。また、苗木や各種資材の取り扱い、ご自宅の木
の伐採や害虫の消毒等も行っておりますので、お
気軽にご連絡下さい。 （文 菊田 ）
後列左から：米光、松村、井上班長
前列：
村井

金沢市の「森のテラス」で暑さを吹き飛ばしませんか？
「森のテラス」は絶好のロケーションの中、手ぶらでバ
ーベキューが楽しめるということで、人気急上昇中です。
金沢城・兼六園をはじめとした金沢中心街より車でわず
か３０分の医王の里オートキャンプ場横にあります。
金沢市の中心からこんなに近いのに、標高５００ｍある
ため市街より３～4度は涼しい上、高原の風の中での生ビー
ルはまた格別です。
組合員の皆様も週末（平日でも６名以上ならあらかじめ
予約で利用できます）は是非ご利用ください。夏休み・お
盆のご家族・ご親戚のお集まりにもオススメです。
焼き肉セット1000円（１人前）からですべて北陸産の安
心肉です。

ファミリー、カップル、団体（１００名まで）でも楽しめ
ます。土曜、日曜、祭日の１０：００～１６：３０営業
平日は６名以上の予約でＯＫ。TEL076-229-1312
夜９：３０まで可能。

詳細はhttp://www.iouzen.com/

