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八東小学校４年生の総合的な学習の様子八東小学校４年生の総合的な学習の様子

森森を活かしを活かし
豊かな緑を豊かな緑を未来未来へへ

　　代表理事組合長　清水和美
　　鳥取県八頭郡八頭町郡家763-10
　　URL：https://www.yazushin.com

　12月 20日、総合的な学習の授業で４年生
の皆さんが来所されました。国産材加工場で
八頭町の森林・林業や木材利用からSDGs・
環境保全等について学習したあと、実際の作
業現場を見学してもらいました。
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令和４年度理事会開催状況について

理事会 開催日 協議内容 理事会 開催日 協議内容

第１回
令和4年
3月2日
（水）

○長期未払金の整理について

第5回
6月17日
（金）

○加入金の経過と取扱いについて

○令和4年度第1四半期決算について

○令和3年度決算について ○各課の事業進捗ついて

○令和4年度事業計画の策定について ○利益相反契約について

○分収造林契約の追加ついて

○森林整備センター分収契約について ○森林組合系統運動方針について

第2回
3月11日
（金）

○第19回総代会提出議案書について 　「J-Forest八頭中央森林組合ビジョン2030」

○総代会の進行について ○総代会資料の一部改定について

○固定資産の処分について

第6回
9月9日
（金）

○各課の事業実績と下期計画について

○永年勤続表彰について ○令和4年度上期決算について

第3回
3月26日
（土）

○第19回総代会の開催進行について ○利益相反契約について

○育児・介護休業規定の全面改正に

第4回
3月26日
（土）

○役付理事の選任について 　ついて

○理事会委員会委員と委員長の選任に

第7回
12月16日

（金）

○令和4年度第3四半期決算について

　ついて ○固定資産の処分について

○理事の順位の決定について ○令和4年度推進員手当の支払いに

○役員報酬の決定について 　ついて

○役員退任慰労金の支払いについて ○利益相反契約について

○組合員の新規加入時の加入金の設 ○定款等諸規定の見直しについて

　定について ○役員補欠選任について

○本年度年間事業予定について

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。平素より八頭中央森林組

合の事業推進に格別のご理解とご支援を賜り深く感謝いたしてお

ります。

さて、新型コロナウイルス感染症については、様々な対策が進

む中、まだまだ予断を許さない状況が続いております。また、昨

年の森林・林業を取り巻く環境は、世界的な政治、経済の変動を

受けて、木材需給の乱高下に振り回された一年でした。結果、目

標としておりました売上９億５千万円をやや下回る状況になると

予想されますが、木材運搬事業の伴う清算金は昨年と同様に８千

万円台を確保できる見込みとなりました。ひとえに組合員の皆様

のご支援の賜物と感謝申し上げる次第です。森林整備に関する事

業が施業面積の緩和等、昨年から大きく見直されました。また、

環境問題への対応として「カーボンオフセット」「里山の整備」

など、より生活に身近な対応が求められています。更に境界不明

瞭のため放置された森林の管理と所有権放棄など今まで問題視さ

れていた課題解決が切羽詰まった状況になってきました。

そして、森林組合系統は全国森林組合大会の中で、新森林組合

系統運動「J-forest2030」を決議しました。八頭中央森林組合で

も本運動の趣旨に従い、地域森林の適切な利用・保全と林業経営

の更なる発展に向けて組合員サービスの向上、働く人の所得向上

と就業環境の改善、事業拡大と効率化による経営の安定を目指す

「J-forest八頭中央森林組合ビジョン2030」を本格的に取り組ん

でいきます。その一環として八頭中央森林組合では市町が進めて

います「森林意向調査」への協力を積極的に行い、森林組合自ら

森林経営に関与し、管理放棄地をなくすことを今後の事業の柱に

していきます。

結びに、我々森林組合系統の目指す夢に向かってこの地域に

合った行動をスタートします。「うさぎ年」、「因幡の白うさ

ぎ」代表されるように長い耳で情報収集能力を高め「縁結び・繁

盛」の良い年になりますよう、これまで以上のご支援とご協力を

お願いいたしまして新年のご挨拶と致します。

八頭中央森林組合
代表理事組合長

清水和美

謹賀新年

令和４年度理事会開催状況について

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。平素より八頭中央森林組合の事
業推進に格別のご理解とご支援を賜り深く感謝いたしております。
　さて、新型コロナウイルス感染症については、様々な対策が進む中、
まだまだ予断を許さない状況が続いております。また、昨年の森林・林
業を取り巻く環境は、世界的な政治、経済の変動を受けて、木材需給の
乱高下に振り回された一年でした。結果、目標としておりました売上
９億５千万円をやや下回る状況になると予想されますが、木材搬出事業
に伴う精算金は昨年と同様に８千万円台を確保できる見込みとなりまし
た。ひとえに組合員の皆様のご支援の賜物と感謝申し上げる次第です。
森林整備に関する事業が、施業面積の補助要件の緩和等、昨年から大き
く見直されました。また、環境問題への対応として「カーボンオフセット」
「里山の整備」など、より生活に身近な対応が求められています。更に
境界不明瞭のため放置された森林の管理と所有権放棄など今まで問題視
されていた課題解決が切羽詰まった状況になってきました。
　そして、森林組合系統は全国森林組合大会の中で、新森林組合系統運
動「J-forest2030」を決議しました。八頭中央森林組合でも本運動の
趣旨に従い、地域森林の適切な利用・保全と林業経営の更なる発展に向
けて組合員サービスの向上、働く人の所得向上と就業環境の改善、事業
拡大と効率化による経営の安定を目指す「J-forest 八頭中央森林組合ビ
ジョン 2030」に本格的に取り組んでいきます。その一環として八頭中
央森林組合では市町が進める「森林意向調査」への協力を積極的に行い、
森林組合自ら森林経営に関与し、管理放棄地をなくすことを今後の事業
の柱にしていきます。
　結びに、我々森林組合系統の目指す夢に向かってこの地域に合った行
動をスタートします。「うさぎ年」、「因幡の白うさぎ」に代表されるよ
うに長い耳で情報収集能力を高め「縁結び・繁盛」の良い年になります
よう、これまで以上のご支援とご協力をお願いいたしまして新年のご挨
拶と致します。

理事会 開催日 協議内容 理事会 開催日 協議内容

第１回 令和４年
３月２日（水）

○長期未払金の整理について 第４回 ３月26日（土）○本年度年間事業予定について
○令和 3年度決算について

第５回 ６月17日（金）

○令和 4年度第 1四半期決算について
○令和 4年度事業計画の策定について ○各課の事業進捗について
○加入金の経過と取扱いについて ○利益相反契約について
○森林整備センター分収契約について ○分収造林契約の追加について

第２回 ３月11日（金）

○第 19回総代会提出議案書について ○森林組合系統運動方針について
○総代会の進行について 　「J-Forest八頭中央森林組合ビジョン2030」
○固定資産の処分について ○総代会資料の一部改定について
○永年勤続表彰について

第６回 ９月９日（金）

○各課の事業実績と下期計画について
第３回 ３月26日（土）○第 19回総代会の開催進行について ○令和 4年度上期決算について

第４回 ３月26日（土）

○役付理事の選任について ○利益相反契約について
○理事会委員会委員と委員長の選任につ ○育児・介護休業規定の全面改正について
　いて

第７回 12月16日（金）

○令和 4年度第 3四半期決算について
○理事の順位の決定について ○固定資産の処分について
○役員報酬の決定について ○令和4年度推進員手当の支払いについて
○役員退任慰労金の支払いについて ○利益相反契約について
○組合員の新規加入時の加入金の設定に ○定款等諸規定の見直しについて
　ついて ○役員補欠選任について

令和４年度理事会開催状況について
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第5回
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第2回
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（金）

○第19回総代会提出議案書について 　「J-Forest八頭中央森林組合ビジョン2030」

○総代会の進行について ○総代会資料の一部改定について

○固定資産の処分について

第6回
9月9日
（金）

○各課の事業実績と下期計画について

○永年勤続表彰について ○令和4年度上期決算について

第3回
3月26日
（土）

○第19回総代会の開催進行について ○利益相反契約について

○育児・介護休業規定の全面改正に

第4回
3月26日
（土）

○役付理事の選任について 　ついて

○理事会委員会委員と委員長の選任に

第7回
12月16日

（金）

○令和4年度第3四半期決算について

　ついて ○固定資産の処分について

○理事の順位の決定について ○令和4年度推進員手当の支払いに

○役員報酬の決定について 　ついて

○役員退任慰労金の支払いについて ○利益相反契約について

○組合員の新規加入時の加入金の設 ○定款等諸規定の見直しについて

　定について ○役員補欠選任について

○本年度年間事業予定について

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。平素より八頭中央森林組

合の事業推進に格別のご理解とご支援を賜り深く感謝いたしてお

ります。

さて、新型コロナウイルス感染症については、様々な対策が進

む中、まだまだ予断を許さない状況が続いております。また、昨

年の森林・林業を取り巻く環境は、世界的な政治、経済の変動を

受けて、木材需給の乱高下に振り回された一年でした。結果、目

標としておりました売上９億５千万円をやや下回る状況になると

予想されますが、木材運搬事業の伴う清算金は昨年と同様に８千

万円台を確保できる見込みとなりました。ひとえに組合員の皆様

のご支援の賜物と感謝申し上げる次第です。森林整備に関する事

業が施業面積の緩和等、昨年から大きく見直されました。また、

環境問題への対応として「カーボンオフセット」「里山の整備」

など、より生活に身近な対応が求められています。更に境界不明

瞭のため放置された森林の管理と所有権放棄など今まで問題視さ

れていた課題解決が切羽詰まった状況になってきました。

そして、森林組合系統は全国森林組合大会の中で、新森林組合

系統運動「J-forest2030」を決議しました。八頭中央森林組合で

も本運動の趣旨に従い、地域森林の適切な利用・保全と林業経営

の更なる発展に向けて組合員サービスの向上、働く人の所得向上

と就業環境の改善、事業拡大と効率化による経営の安定を目指す

「J-forest八頭中央森林組合ビジョン2030」を本格的に取り組ん

でいきます。その一環として八頭中央森林組合では市町が進めて

います「森林意向調査」への協力を積極的に行い、森林組合自ら

森林経営に関与し、管理放棄地をなくすことを今後の事業の柱に

していきます。

結びに、我々森林組合系統の目指す夢に向かってこの地域に

合った行動をスタートします。「うさぎ年」、「因幡の白うさ

ぎ」代表されるように長い耳で情報収集能力を高め「縁結び・繁

盛」の良い年になりますよう、これまで以上のご支援とご協力を

お願いいたしまして新年のご挨拶と致します。

八頭中央森林組合
代表理事組合長

清水和美

謹賀新年
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　６月２日、若桜学園の課外授業として行われる氷
ノ山登山に参加しました。この登山には若桜学園
の４年生の子供たちに加えて、若桜町職員、若
桜町林業研究会、当組合職員らが参加して、
晴天に恵まれる中、氷ノ越コースの登山口
から片道約 4.2kmの道のりを周囲を楽し
みながら登りました。

施業現場レポート

令和４年度役員先進地視察研修について

氷ノ山登山に参加しました

現場　Ｒ３焼山奥線　間伐搬出事業	 施 業 面 積：	７. ０１ha
　　　（佐治町栃原地区）	 搬 出 材 積：	 ５８９㎥
お話を伺った方	 作業道延長：	 ３７２ｍ
　　　栃原地区部落長（Ｒ３）南條政義	さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（施業のきっかけは）　森林組合から林業専用道（クラリン谷線）の施業
に合わせ「焼山奥の部落山も前回の間伐から年数が経っているので２回
目の間伐搬出を実施しないか」との提案を受け施業実施する事となりま
した。
（施業を実施していかがでしたか）　施業地の焼山奥は部落の分山であ
り、その中には余戸地区のお寺の山もあります。先代や地元の先輩方が
植えて手入れをしてきた山ですが高齢化が進む中、後世に良い状態で残
すためには、間伐は必要不可欠であると考えます。
　木材搬出のために既存作業道から支線の開設を行い搬出作業されたよ
うですが、雨が多い時期の施業となり黒土の土壌に苦労されたそうです。
その中で、地元所有者に精算金を頂けたことは有難い事でした。
（森林組合へのご意見）　栃原地区の山は焼山奥だけではありませんの
で、栃原全体を見ていただいて引き続き山の手入れの提案をお願いしま
す。

　６月 17 日、役員 15 名、職員３名、若桜町職員２名が参加し、岡山
県の高原木材美咲町工場建設地及び津山綜合木材市場にて役員先進地視
察研修を行いました。
　高原木材株式会社（熊本県八代市）は、明治 38年創業の杭木・矢板メー
カーで、当組合では以前より鳥取県森林組合連合会を通じて岐阜県のほ
うに系統丸太を卸していましたが、このたび、岡山県久米郡美咲町に約
20,000㎡の新工場を作られるとのことで、建設中の現場を一足先に視察
させていただきました。
　新工場では年間５～６千立米が取り扱われる計画となっており、当組
合でも輸送コストの低減や販売チャンネルの拡大等のメリットが見込ま
れるため、早期の稼働が期待されます。
　また、高原木材常務取締役の中村大樹氏より、同社が力を入れている
国産木材を使用した地盤改良・環境パイル工法につい
て研修を受けました。
　次に、津山綜合木材市場を視察し、新見支店長の赤
堀正明氏より市場の現況や木材価格の変動等について
説明を受けて、大量の原木が並ぶ市場内を案内いだき
ました。

高原木材（株）美咲町工場建設地

津山綜合木材市場



4

インターンシップの受入れについて

夏休み自由研究応援プログラムを実施しました

　８月 17 日から 19 日の３日間、智頭農林
高等学校より森林科学科３年生の前田浩志さ
んと山根将也さんのインターンシップの受入
れを実施しました。
　暑い最中、日陰のない保育現場での職業体
験は大変だったと思いますが、作業に熱心に
取り組んでくれました。
　２名とも林業への就業を考えているとのこ
とで、この体験を就職活動に生かしてもらえ
ればと思います。

　令和４年８月６日（土）、「2022 年夏休み自由研究応援プログラム	
～八頭町でSDGsを考えてみよう～	」を実施しました。
　このイベントは八頭町観光協会が地元小学生を対象に企画されたも
ので、八頭中央森林組合では「森林の役割と仕事を学ぼう」と題して、
林業の現場を見学しながら身近な自然を観察したあと木工体験し、森
林保全や森を育てるサイクルを学ぶという内容で実施し、その様子は
「広報やず 9月号」でも紹介されました。

大学生の研修・見学の受入れについて
　八頭中央森林組合では、地域の大学と連携して林業や環境保全に興味のある学生の学びの場として研修や職場見
学等の受入れを行っております。６月 22日には鳥取環境大学、７月 25日と８月 30日には鳥取大学の学生や先生
が訪れ、キャンパスを離れて、林業の施業現場に行って実際の作業を見学・体験しながら、当組合の森林整備の取
組みや目指す将来像などについての説明を受けました。

鳥取環境大学根本教授ゼミの研修鳥取大学３回生の職場見学
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山林のドローン撮影を承ります
　所有されている山林を上空からドローンで撮影して
みませんか？
　「地図を見ただけではよくわからない」「山の全体を
見てみたい」といった声にお応えして、ドローンでの
撮影を始めます。撮影のご要望等ありましたらご相談
ください。

豚熱経口ワクチン散布について 森林経営事業のご案内
　兵庫県で野生いのししに豚熱の感染が確認されてい
ます。感染拡大防止の為、当組合の管内でも八頭町、
若桜町の兵庫県沿いの山林で誘引の餌や経口ワクチン
の散布（埋設）を行っています。
　この付近には野生いのししの出没の恐れがある為、
豚熱経口ワクチン散布（埋めた）場所に近づかない・
餌やワクチンに触れないなど十分注意してください。

＜問い合わせ先＞
鳥取県豚熱感染拡大防止対策協議会
事務局：鳥取県庁畜産振興局畜産課
TEL　0857-26-7286

こんな状態になっていませんか？

まずは森林組合にご相談ください！

地区推進員研修会の実施について
　10 月 28 日鳥取市、11 月 8 日八
頭町、11月 9日若桜町の３会場に分
けて、３年ぶりに地区推進員研修会
を実施しました。
　今回、林業を取り巻く行政政策の
説明及び全体的な事業報告にに加え
て、プランナーによる各地区の施業
の実施状況の説明や、地区毎に分か
れての意見交換なども行いました。
　また各会場ではチェンソー・刈払
機等の林業機械の無料点検会も同時
開催し、どの会場でも沢山の機械を
持込いただきご好評いただきました。

組合ホームページのご案内
　八頭中央森林組合ではホームページを開設していま
す。事業案内やトピックスのほか、各種手続きの様式
なども掲載していますのでご活用ください。

　　八頭中央森林組合ホームページ
　　　https://www.yazushin.com

・固定資産税を払っているだけ。
・見たこともないから何処にどん
な山があるかも分からない。
・実家は誰もいないし、この先ど
うしたらいいのか分からない。

①固定資産税の明細書（毎年４月に送付されるもの）
②所有者が確認できる身分証明書
③登記簿、公図

必要書類



6

椎茸原木の予約販売スタート椎茸原木の予約販売スタート

１本５０５０００円円 （税込）

＜ご注文・お問合せ＞
八頭中央森林組合　購買係
TEL：0858-72-1111

※ 駒打ちされていない原木になります。
※ 原木のお引き渡しは翌年３月以降となります。

山林の手入れ・庭木の伐採山林の手入れ・庭木の伐採
  ご相談ください  ご相談ください

道やお墓に張り出した木の伐採 山林の手入れ

枯木・危険木の撤去 吊り切り 草刈り等

竹の除伐 大きくなった庭木の伐採 枝下ろし

＜お問合せ・お見積り＞

八頭中央森林組合　森林管理課
TEL：0858-72-1111

お見積り無料

毎年ご好評をいただいています椎茸原木の予約販売を開始します！

（クヌギ、コナラ等　長さ約 100cm）

台風、突風、豪雨、雪害などで家の周囲にある木が
被害をもたらす心配があったり、大きくなり過ぎた
木や知らぬ間に増え過ぎてしまった竹や雑草にお困
りでしたら、ご相談ください。

＜ご購入・お問合せ＞
八頭中央森林組合　国産材加工場
TEL：0858-84-2234

薪ストーブ、
アウトドアに薪薪 クヌギ、ナラなどの

広葉樹の乾燥薪です。
（約 33 ～ 36cm）
価格は引取り価格となります。
配達には別途料金が掛ります。

２４,２０２４,２０００円円（税込） ８８８８００円円（税込）

１コンテナ（約 0.85㎥） １束（９～ 10 本）

※ 写真は３束になります。※ 写真は３束になります。

組合員の各種手続きはおすみですか？
　名義変更、相続手続き、住所変更等の各種手続きがおすみでない方がありま
したら森林組合までご連絡いただきますようお願いいたします。
　また、相続加入に関する各種用紙は本所及び各事業所にてお渡ししています
ほか、組合ホームページ（https://www.yazushin.com）でもご用意してお
りますのでご利用ください。

連絡先 八頭中央森林組合　広報企画室 TＥＬ 0858-72-1111

山　田　祐　大
縁があり本組合で働かせて頂くことに
なりました。色々と学びながらになり
ますが、宜しくお願いします。

新
入
職
員
の
ご
紹
介

新
入
職
員
の
ご
紹
介

＜森林組合まつり中止のご案内＞
「森林組合まつり」は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、本年度も開催中止といたしました。
楽しみにしてくださっている皆様には申し訳ありま
せんが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

来春用のマイタケ原木も早
期予約受付をしております
ので、ご注文・お問合せく
ださい。

八頭中央森林組合
若桜事業所
８２－５２２０


