
 諸会議 

（１）総 会 

平成24年度定時総会 開催年月日 平成２４年８月２７日 開催場所 ふれあい福寿会館 

総数 本人出席 委任状提出 出席者数 

６２ ５０ ９ ５９ 

◯提出議案 

  第１号議案      平成２３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２４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 

第３号議案   理事の選任について 

◯報告事項     平成２４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３号議案は、いずれも原案どおり決定された。 

 （２）役員会 

  第１回  

開催年月日 

平成２4年８月７日 

出席理事 

本人  １２名 

監事  ２名 

 

 

◯提出議案 

第１号議案 平成２３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２４年度事業計画及び一般会計収支予算の承認について 

第３号議案 平成２４年度定時総会提出議案の承認について 

 ・議案  

    ア 平成２３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２４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 

  ウ 理事の選任について 

・報告事項 

    ア 平成２４年度事業計画及び一般会計収支予算について 

第４号議案 専務理事の解任及び副会長兼専務理事の選任について 

◯報告事項 

平成２４年度定時総会の開催日時及び会場等及び進行骨子について  

◯決議事項 

   第１号議案～第４号議案は、いずれも原案どおり決定された。 

   第２回  

開催年月日 

平成２５年４月２４日 

本人  １１名 

監事  ３名 

 

◯提出議案 

第１号議案 平成２５年度事業計画並びに予算の承認について 

   ① 平成２５年度事業計画書 

   ② 平成２５年度予算書 

   ③ 平成２５年度資金調達及び設備投資の見込み   

第２号議案 平成２５年度会費総額及び会費内訳(案)の承認について 

第３号議案 「森林林業啓発基金管理要綱」及び「森林・林業啓発事業助

成金交付要綱」の一部改正について 



第４号議案 平成２５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） 

◯決議事項 第１号議案～第４号議案は、いずれも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２４年７月１７日 

 

 平成２３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）編集委員会 

 「森林のたより」発刊のため、下記のとおり森林・環境広報情報交換会（「編集会議」

を名称変更）を開催した。 

（平成２４年９月１２日、平成２５年１月１１日、平成２５年５月 1 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 24年 6月 4日  （公社）岐阜県緑化推進委員会 第１回定時総会 岐阜市  

6月 9日 第４１回岐阜県みどりの祭り 飛騨市  

6月 11日 ぎふ山の日実行委員会 岐阜市 

6月 15日 （公社）岐阜県青少年育成県民会議 定時総会 羽島市 

6月 16日 民主党岐阜県総支部連合会 陳情・要望ヒアリング 岐阜市 

6月 18日 第２回岐阜県林業構造改善事業推進会議 岐阜市 

6月 21日 林業加速化設計技術審査会 岐阜市 

6月 21日 
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会実行委員会 第４回総会 

及び「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会１００日前イベント」 
岐阜市 

6月 22日 （社）岐阜県森林公社 第５０回通常総会 美濃市 

7月 12日～13 日 
中部地区治山林道連絡協議会 

 「平成２５年度国予算要望とりまとめ会議」 
長野市 

7月 17日 平成２４年度治山・林道工事コンクール審査会 岐阜市 

7月 17日 （社）岐阜県山林協会 平成２３年度事業監査会 岐阜市 

7月 20日 岐阜県森林研究所 研究・成果発表会 美濃市 

7月 23日 
日本造林協会 通常総会 

公有林野全国協議会 通常総会 
東京都 

7月 24日 全国森林病虫獣害防除協会 通常総会 東京都 

7月 26日 山林協会西南濃支部 幹事会 養老町 

7月 31日 「森と木とのふれあいフェア２０１２」企画委員会 岐阜市 

8月 1日 林材懇話会例会  岐阜市 

8月 3日 山林協会西南濃支部総会 養老町 

8月 5日 「ぎふ山の日フェスタ」 岐阜市 



8月 7日 平成２４年度 第１回 理事会 岐阜市 

8月 8日 平成２４年度林業関係議員懇話会事務局会議 岐阜市 

8月 9日 

8月 10日 

㈳日本治山治水協会平成２４年度通常総会及び講演会 

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 

東京都 

8月 27日 （公社）岐阜県山林協会 平成２４年度定時総会 岐阜市 

8月 27日 岐阜県水源林造林推進協議会 第４８回通常総会 岐阜市 

8月 30日 
平成２４年度第１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 

9月 7日 林業団体と林業関係議員との懇話会 岐阜市 

9月 12日          

     
「森林のたより」平成２４年度第２回編集会議 岐阜市 

9月 14日 林団懇（林野庁２５年度予算概算要求説明会） 東京都 

9月 29日 ぎふ清流国体 総合開会式 岐阜市 

10月 10日 民主党岐阜県総支部連合会との懇談会（陳情・要望） 岐阜市 

10月 27日～28日   

            
「森と木とのふれあいフェア２０１２」 岐阜市 

11月 6日 シンポジウム「信州：森林と地域の共存を目指して」 長野県 

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 7日 水源保全条例 説明会 
岐阜市 

    

11月 11日 第３６回全国育樹祭 静岡県 

11月 12日 日本林道協会 理事会、平成２４年度通常総会 東京都 

11月 12日 平成２４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 27日 
森林・林業・木材産業に関する平成２５年度岐阜県予算等につ

いて知事へ提案・要望 
岐阜市 

11月 29日 岐阜県木材協同組合連合会第１３８回理事会 岐阜市 

11月 29日 林材懇話会例会 岐阜市 

12月 6日 自由民主党岐阜県林材業支部会議 岐阜市 

12月 25日 
平成２４年度第２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 

平成 25年 1月 11 日 広報誌「森林のたより」平成２４年度第３回編集会議 岐阜市  

1月 16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 16日 
平成２５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 18日 健全で豊かな森林づくりプロジェクト 実績発表会 各務原市  

1月 18日 岐阜県木材業界新年互礼会 岐阜市 

1月 21日 第４２回岐阜県みどりの祭り実行委員会（第１回 ） 山県市 

2月 8 日 森林林業合同研究発表会 関市 



2月 15日 治山林道研究発表会 関市 

2月 21日 林材懇話会 岐阜市 

2月 25日 （公社）岐阜県緑化推進委員会理事会 岐阜市 

2月 26日 日本林業協会総会 東京都 

3月 3 日 森林・環境税フォーラム 岐阜市 

3月 5 日 林業経営コンクール審査会 岐阜市 

3月 12日 

3月 15日 

森林整備加速化・林業再生協議会幹事会 

林材懇話会例会 

岐阜市 

岐阜市 

3月 18日 
平成 24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 18日 第 3 回岐阜県林業構造改善事業推進会議 岐阜市 

3月 25日 森林整備加速化・林業再生協議会総会 岐阜市 

4月 23日 岐阜県地域材利用開発プロジェクト審査会 岐阜市 

4月 24日 （公社）岐阜県山林協会理事会 岐阜市 

4月 24日 岐阜県水源林推進協議会造林担当者懇談会 岐阜市 

4月 25日 岐阜県木材協同組合連合会監査会 岐阜市 

5月 1日 森林・環境広報情報交換会（「編集会議」を名称変更） 岐阜市 

5月 2日 岐阜県木材協同組合連合会第 139 回理事会 岐阜市 

5月 15日 （公社）岐阜県緑化推進委員会理事会 岐阜市 

5月 16～17日 中部地区治山林道連絡協議会事務局長会議 愛知県 

5月 18日 県みどりの祭り 山県市 

5月 24日 （一社）岐阜県林業経営者協会平成 25 年度定時総会 岐阜市 

5月 26日 全国植樹祭 鳥取県 

5月 28日 林材懇話会例会 岐阜市 

5月 30日 岐阜県木材協同組合連合会平成 25 年度通常総会 岐阜市 

5月 31日 
「小径木等加工・販売員育成事業委託業務」プロポーザル評価

会議 
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） 「第４１回岐阜県みどりの祭り」の開催 

   ・平成２４年６月９日、岐阜県、飛騨市、岐阜県緑化推進委員会とともに飛騨

市神岡町山之村牧場において開催した。 

   ・今回は「源流の森からの贈り物～森と共に歩み・学び・そして暮らす～」を

基本理念に、「ぎふ清流国体、ぎふ清流大会応援事業」として実施した。 

   

（イ） 「ぎふ山の日」フェスタ２０１２」の開催 

・平成２４年８月５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、（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。 



      ・今年度は、岐阜県で初めてとなる全国展開の「木育キャラバン」が隣接のじ

ゅうろくプラザで併催され、山の日イベントとともに多くの県民に森や木と

のふれあいの楽しさ、重要性を伝えることができた。  

（ウ）「森と木とのふれあいフェア２０１２」の開催   

「森を学ぼう、森で遊ぼう、森のめぐみを楽しもう」をキャッチフレーズに、

平成２４年１０月２７日～２８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、（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主催し、森林・林業・木材

産業等１８団体の協賛を得て開催した。               

    ○出展内容                                        

（ａ）ステージイベント 

和太鼓演奏、チェンソアート、丸太早切り大会など 

（ｂ）体験型・参加型イベント 

木のおもちゃ体験、ウッドチップ広場、キットハウス展示、親子木工教室

・工作体験など   

   （ｃ）その他 高性能林業機械デモ運転など 

（エ） 「第４２回岐阜県みどりの祭り」の開催 

（平成 25 年 5 月 18 日山県市で開催予定） 

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。 

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 

（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 37 件の応募があった。ま

た、写真コンクールにおいて、郡上市の高原氏の「崩れも治った さあ、田づ

くりだ」が優秀賞を受賞した。 

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 

カ ホームページ運用事業 



公益法人化に伴い、ホームページを刷新し、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。 

    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24年9月7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２５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 森林整備の推進 

３ 森林環境教育等の推進 

４ 山村地域の活性化 

５ 木材生産の拡大の推進 

６ 公共建築物における木材利用の促進 

７ 木造住宅、商業施設等の多様な施設への木材利用の促進

と木材利用に関する普及啓発活動の推進 

８「木の国・ぎふ」の木材産業活性化の推進 

９ ニホンジカ被害対策の拡充 

１０ 県産材（合法材）運搬経費助成の拡充継続 

１１ 効率的な木材生産推進のための高性能林業機械の導

入支援 

１２ Ａ材からＤ材まで一貫した木材利用体制の確立 

１３ 造林事業実施に即した造林補助制度の運用の見直し 

   

イ 提案活動及び項目等（民主党あて） 

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

平成24年6月16日 

 

 

 

 

 

民主党岐阜県総支

部連合会 

 

 

 

 

平成２５年度予算編成に対する提案・要望 

１ 森林の適正管理のための安定的財源の確保 

２ 水源林の保全・適正管理対策の強化 

３ 施業プランナーの確保・育成の強化 

４ 再生可能エネルギーの固定買い取り制度における既

設設備の新制度の適応 



 

 

 

 

 

 

 

 

５ 低質材（Ｃ，Ｄ材）の有効活用対策の拡充 

６ 森林作業道等の災害復旧、維持管理の経費に対する助

成制度の拡充強化 

７ 森林経営計画の伐採（皆伐）、造林に対する認定基準

の緩和 

８ 再造林の支援策の拡充 

９ 森林境界明確化に対する支援拡充 

１０ 森林整備加速化・林業再生基金のおける基幹作業道

の追加採択 

１１ 品質の確かな木材ＪＡＳ製材品等の普及と利用の

推進 

１２ 地域材の活用した木造住宅への支援制度の創設 

１３ 「地域材供給倍増対策」の拡充強化 

１４ 森林・林業・木材産業づくり交付金における高性能

林業機械導入に係る採択基準の拡充 

１５ ニホンジカ被害対策の拡充 

平成24年10月10日 民主党岐阜県総支

部連合会 

林材業団体とともに平成２５年度予算編成に対する提案・

要望を実施 

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 森林の適正管理のための安定的財源の確保 

３ 水源林の保全・適正管理対策の強化 

４ 施業プランナーの育成強化等担い手対策の充実 

５ 木質バイオマス産業の促進整備 

６ 地球温暖化防止森林吸収源対策等に必要な安定財源の

確保 

７ 再造林・保育に対する定額（全額）助成制度の創設 

８ 林業専用道規格の拡大 

９ 森林作業道の改良、災害復旧、維持管理経費に対する

助成の創設 

10 高性能林業機械導入のための採択基準の拡充 

11 国産材価格の安定に対応する森林経営計画の見直し 

12 平成２５年度事業 「地域材供給倍増対策」の拡充強

化 

13 合法木材及びＪＡＳ製材品の利用 

14 平成２５年度新規事業「地域材活用促進支援事業」に

おける創設と予算の重点配分 

15 県産材（合法材）運搬経費助成の拡充継続 



16 効率的な木材生産推進のための高性能林業機械の導入

支援 

17 Ａ材からＤ材まで一貫した木材利用体制の確立 

18 造林事業実施に即した造林補助制度の運用の見直し 

19 ニホンジカ被害対策の拡充１ 計画的・積極的な治山

事業の促進 

 

ウ 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24年11月7日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由民主党岐阜県

支部連合会 

平成２５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 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 森林整備の推進 

３ 森林環境教育等の推進 

４ 山村地域の活性化 

５ 県産材の利用促進 

６ 林道関係予算の確保 

７ ニホンジカ被害対策の拡充 

 

エ 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24年11月27日 

 

 

 

 

岐阜県知事 

 

 

 

 

 

 林材業関係団体とともに平成２５年度予算編成について

知事に提案・要望 

１ 計画的・積極的な森林の保全・整備の推進 

２ 持続可能な森林経営の確立 

３ 県産材の利用拡大 

（１）公共建築物における木材利用の促進 

（２）住宅、商業施設等の多様な施設への木材利用の促進 

（３）「木の国・山の国ぎふ」の木材産業活性化の推進 

４ 森林環境教育等の推進 

５ 森林を支える山村の活性化 

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24年8月10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25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) 健全な森林の育成を図るため、財源として「地域自主

戦略交付金」、「農村漁村地域整備交付金」及び「補助事

業」の予算を十分確保すること 

(2) 交付金事業については、年度当初の早期に着手できる

よう、交付決定等の手続きの簡素化を行うこと 

２ 治山事業の提案・要望 

(1) 災害関連緊急治山事業においては、事前に調査測量が

実施できるよう制度を拡充すること 

(2)災害関連緊急治山事業において、緑化工等を含めた復旧

計画全体を採択すること 

上記対応が困難な場合は、経常事業で緑化工のみでも実施

できるように全体事業費に災害関連緊急治山事業分も含め

られるよう採択基準を改正すること 

(3) 平成25年度以降も「漁場保全の森づくり事業」を継続

し、十分な予算を確保すること 

(4)、(5)略 

(6) 治山施設の適正な機能回復を図るため、老朽化した施

設等の「維持補修等を含む「治山施設機能強化事業」の採

択要件を緩和すること 

３ 林道事業の提案・要望 

(1) 林道整備が着実に推進されるよう制度及び財政措置

を強化すること 

(2) 「第4期ふるさと林道緊急整備事業」が平成24年度終

了するが、第5期として平成25年度以降も継続して実施す

ること 

(3) 林道事業において速やかな事業着手ができるよう、

交付決定前の著握手を認める制度へ改変すること 

(4) 林道専用道が、災害復旧事業の対象となるよう、林

道台帳への登載を可能にすること 

(5) 林業専用道作設技術の普及を図るため、研修の回数

増や受講対象者の拡大等を行うこと 

 

 

平成25年1月16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２５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 

１ 治山事業の推進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地球温暖化対策のための森林吸収源対策の推進 

３ 水源林の保全と森林の適正管理の強化 

４ 森林経営計画の効率的な運用 

５ 林道整備推進のための予算の確保及び林業専用道の規

格の拡充 

６ 森林整備加速化・林業再生基金事業の「間伐事業」に

おける制度の見直し 

７ 高性能林業機械に関する支援の充実 

８ 大径木化する国産材を活用できる製材工場の整備支援

の拡充 

９ 「地域材活用促進支援事業」における予算の配分 

10 木造公共建築物整備支援<森林・林業再生基盤づくり交

付金>における予算の配分 

 

 （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 24 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、（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、馬瀬建設（株）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大坪武司氏が

日本治山治水協会長賞を、林道関係では、中津川市が林道維持管理部門で、民

有林林道工事部門で（株）立保土木が、民有林林道木材使用工事部門で石田真

吾氏が、それぞれ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：４路線） 

  知事賞    最優秀 １ 路線  中津川市 

  山林協会長賞 優秀  ２ 路線  関市、郡上市 

        入選  １ 路線 下呂市 

②治山工事コンクール（応募数：６社） 

  山林協会長賞  最優秀  １  社   馬瀬建設（株） 

                優秀    １ 社   （株）ニシノ、 

        入選    ４  社  （株）シミズ工業、(株)丸芳組、(株)加地工務店、 

（有）愛進建設 

③林道工事コンクール（応募数：５路線） 

 山林協会長賞  最優秀   １ 社     （株）立保土木 



                優秀     １ 社     石橋建設（株） 

                入選    ３  社     加藤建設（株）、（株）葵組、(株)奥田建設 

⑤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  揖斐農林事務所 大坪 武司 

        優秀   １ 工事  西濃農林事務所 藤山 祐一郎 

⑥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   郡上農林事務所 石田 真吾 

            

⑦林業経営コンクール（応募数：４名（個人３ 団体１）） 

   H25/5/18 県みどりの祭りで表彰 

 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。23 点の応募があり、治山部門では、

「緑化工で筋工を利用」の荻巣勝俊氏、林道部門では、「森林基幹道から息づ

く効率的な間伐施業」の宇野勇二氏が最優秀に選ばれた。 

 ウ 治山林道研究発表会の支援 

岐阜県治山研究会及び岐阜県林道研究会が合同で、平成 25 年 2 月 15 日関市に

おいて開催した。 

今回から一般県民の聴講も可能となり、治山の重要性や林道の必要性を広く県

民にアピールする場となった。 

治山、林道それぞれ 4 件の研究発表があり、治山では中澤耕司、林道では住仁

博氏の研究発表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24年7月～10月 えなの木、もりの木、きになる木コンテスト 恵 那 市 

7月～10月 森林体験「楽習」ツアー 加子母森林組合 

8月 5日 グリーンフェスタ＆カーペンター 可茂森林組合 

平成24年 8月19日 

平成25年 2月 9日 

木と友達になりましょう 下呂山林協会 

 

11月10,11日 岐阜県立森林文化アカデミー第12回翔楓祭 第12回翔楓実行委員

会 

11月17,18日 第33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25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25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25年 5月25日 第7回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 24 年 8月 10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。 

応募件数  124 校 572 名（小中高学校計） 

最優秀 4 名、優秀 8 名、入選 12 名、佳作 44 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 （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」の開始 

平成 24 年 9月より、協会会員を対象としたインターネット通信を開始し、

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24年 5月31日

～6月1日 

平成24年 7月12日

平成24年 9月 5日 

平成24年10月5日 

平成24年11月12日 

平成24年6月 

～平成25年5月 

林道技術者林道災害研修会 

 

林業グループ連絡協議会（結成50周年記念大会） 

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 

各支部活動 

大 垣 市 

 

高 山 市 

揖 斐 川 町 

美濃加茂市 

掛 川 市 

全県 

（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、平成 24 年度は、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。 

 


