
平成 27 年度事業報告
平成27年 4月 1日～28年 3月 31 日

公益財団法人愛知県林業振興基金



平成２７年度事業報告書 
（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで） 

Ⅰ 庶務の概要 
 １ 会議等 
① 理事会、評議員会                          

年月日 事項 主な内容 

H27.5.1 臨時理事会 

(定款第33条2項に基づく書面決議） 

平成26年度収支予算の二次補正 

H27.5.27 第１回理事会 

（林業会館会議室） 

平成26年度事業報告及び決算の承認 

平成27年度収支予算の補正 

平成28年度事業計画及び収支予算 

変更認定申請書案の承認 

事務局組織規程及び会計処理規程の改定 

平成27年度定時評議員会の開催 

H27.6.16 定時評議員会 

（愛知県議会議事堂会議室） 

平成26年度決算の承認 

評議員の辞任及び選任 

理事の辞任及び選任 

H27.8.5 植木ｾﾝﾀｰ現地調査（評議員、理事、監事）

（愛知県植木センター（稲沢市）） 

平成27年度基金事業実施状況 

愛知県植木センター現地調査 

H27.8.28 第２回理事会 

(定款第33条2項に基づく書面決議） 

平成27年度収支予算の二次補正 

H28.2.8 第３回理事会 

（林業会館会議室） 

平成28年度収支予算の補正 

平成27年度第２回評議員会の開催 

H28.3.25 第２回評議員会 

（愛知県議会議事堂会議室） 

平成27年度事業の執行状況（報告） 

平成28年度収支予算の補正（報告） 

② 運営委員会 

年月日 事項 主な内容 

H27.6.17 第１回運営委員会 

（林業振興基金事務室） 

平成27年度7～9月高性能林業機械の貸付 

平成27年度基金助成事業 

平成27年度新規購入機種（巻取機、本線） 

基金の新規機械の導入  

H27.8.12,13 第２回運営委員会 

（書面審査） 

高性能林業機械導入助成事業 

新規就労者雇用対策助成事業  

H27.9.8 第３回運営委員会 

（林業振興基金事務室） 

平成27年度10～12月高性能林業機械の貸付 

平成27年度基金助成事業  

H27.10.28,29 第４回運営委員会 

（書面審査） 

機械及び装置（ﾘﾝｸﾞｻﾄﾞﾙ）の購入 

高性能林業機械研修等助成事業 

H27.12.15 第５回運営委員会 

（林業振興基金事務室） 

平成27年度1～3月高性能林業機械の貸付 

高性能林業機械活用促進助成事業 

H27.3.4 第６回運営委員会 

（林業振興基金事務室） 

平成28年度4～6月高性能林業機械の貸付 

平成28年度基金助成事業 

  ③ その他会議等 

年月日 事項 主な内容 

H27.4.23 緑の雇用事業説明会 

（岡崎市民会館） 

認定事業体への緑の雇用対策事業の説明 

H27.4.24 県林務関係職員打合会 

（愛知県三の丸庁舎） 

県事務所基金事業担当者への事業説明 

H27.11.4 林業振興基金高性能林業機械導入 

検討会議（愛知県西三河総合庁舎） 

事業体、運営委員、基金、県による平成28年度高

性能林業機械導入に向けた意見交換 

H28.2.29 林業振興基金高性能林業機械検討会議

（愛知県西三河総合庁舎） 

事業体、県、基金等による林業振興基金における

林業機械化推進の取組に係る意見交換 
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２ 登記に関する事項（名古屋法務局） 

登記年月日 事項 

H27.4.1 評議員、理事の変更登記 

H27.6.17 評議員、理事の変更登記 

H27.12.24 目的等の変更登記 

 ３ 認定法に基づく報告事項（愛知県知事） 

 年月日 事項 

H27.4.9 評議員、理事の変更届 

（H27.5.28   変更認定申請（公益目的事業の新設）） 

H27.6.16 平成２６年度事業報告等に係る提出書 

H27.6.26 評議員、理事の変更届 

（H27.12.22    変更認定（公益目的事業の新設）） 

（H28.1.6      変更定款、登記事項証明の提出（林務課長あて）） 

H28.2.8 平成２８年度事業計画に係る提出書 

 ４ 役員等に関する事項（平成２８年３月３１日） 

  (1) 評議員 

職名 氏名 現職名 

評議員 三浦 孝司 愛知県森林協会会長 

評議員 加藤 龍己 愛知県木材組合連合会専務理事 

評議員 後藤 齊 指導林家 

評議員 近藤 稔 名古屋大学大学院生命農学研究科助教 

評議員 高橋 常昭 愛知県農林水産部技監 

  (2) 理事 

職名 氏名 現職名 

代表理事 村松 幹彦 愛知県森林組合連合会代表理事会長 

理事 野田 俊昌 愛知県農林水産部林務課長 

理事 鈴木 英典 岡崎市林務課長 

理事 梶 康孝 豊田森林組合参事兼森林整備課長 

理事 澤田 周蔵 設楽町産業課長 

理事 林 七郎 新城森林組合専務理事 

業務執行理事 佐竹 政利 愛知県林業振興基金事務局長 

  (3) 監事 

職名 氏名 現職名 

監事 遠島 敏行 サカエ税理士法人 

監事 今井 俊輔 愛知県森林組合連合会 

(4) 職員 

職名 氏名 職務 

事務局長 佐竹 政利 総括 

嘱託員 稲生 光良 担い手対策 

嘱託員 大江 幸雄 雇用支援 

嘱託員 佐原 和江 会計・庶務 

嘱託員 上田 直子 事務事業補助 
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Ⅱ  事業活動の概要 

平成２７年度は、林業の機械化の推進や担い手の育成など、本県林業の活性化に関する事業を、

愛知県、関係市町村、愛知県森林組合連合会及び関係森林組合、林業事業体等の協力の下、事業

計画に基づき実施した。 

 １  高性能林業機械利活用事業                   ３７，９９８，２１５円 

  (１)  高性能林業機械貸付事業                     １４，７５２，４０４円 

(減価償却費を含む  ７，３３９，７８０円) 

認定事業主を対象に、高性能林業機械を貸し付ける事業等を実施した。 

ア 機械の個別貸付 

林業生産性の向上と就労条件の改善を目的に、基金所有の高性能林業機械を認定事業体

に貸し出した。                                          

○ ウッドライナー操作等研修 

平成27年5月15日（金）  

北設楽郡設楽町西納庫地内  

参加者 34名

索張り、ｳｯﾄﾞﾗｲﾅｰ運転、搬出実習等

平成27年12月17日(木)18日(金)
新城市塩瀬地内  

参加者 30名

索張り、中間ｻﾎﾟｰﾄ、張力計設置、

ｳｯﾄﾞﾗｲﾅｰ運転等

平成28年3月28日(月)
新城市塩瀬地内  

参加者 22名

集材、ｳｯﾄﾞﾗｲﾅｰ運転等

○ 巻取機他１式購入 

       ワイヤ巻取機（㈱丸山鐵工所 MBY-53）、
リール1000m巻、ﾜｲﾔロープ600m 

       購入金額  4,104,000円

 イ 機械維持管理
     高性能林業機械８台の法定点検、巡回点検及び修繕を行い、機械の安全作業のためのメ

ンテナンス等を実施した。

機械名 台数 貸付日数 借受者

プロセッサ ２台 ７３２ ２森林組合
ロングアームハーベスタ １台 ３６６ １事業体
スイングヤーダ １台 ３６６ １事業体
フォワーダ ３台 １，０９８ ２森林組合、１事業体
ウッドライナー １台 ３６６ 研修期間、無償

計 ８台 ２，９２８
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(２)  高性能林業機械導入助成事業    ２０，１９３，２１８円 

認定事業主が国又は県が実施する補助事業を活用して高性能林業機械を導入した経費の

うち、自己負担金の一部を助成した。 

助成先 内 容 

㈱東海林材市場 ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ１ 

豊田森林組合 ﾌﾟﾛｾｯｻ１、ﾌｫﾜｰﾀﾞ１ 

㈲池野商店 ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ１、ﾌﾟﾛｾｯｻ１ 

(３)  高性能林業機械研修等助成事業                    ９０９，８１０円 

ア 技術向上研修      

認定事業主が機械を操作する就労者に対して受講させる技能講習や技術・技能向上のた

めの研修等の経費に対する助成であるが、応募がなく基金事業としては支出しなかった。 

イ 新作業システム取組支援

認定事業主が主体となり今後活用・導入が期待される高性能林業機械の作業システム等

の実証に要する経費について助成した。 

助成先 内容 

豊根森林組合 更新施業モデル 

㈱東海林材市場 ｳｯﾄﾞﾗｲﾅｰ使用の中間ｻﾎﾟｰﾄ、張力計設置 

(４)  高性能林業機械活用促進助成事業                ２，１４２，７８３円 

認定事業主が実施する作業ポイント等の造成経費や、未利用材等の集配・積み込み等に

必要な機械経費について助成した。 

 助成先：東栄町森林組合（作業ポイント造成） 

 ２  林業担い手確保・育成事業                    ２８，５０８，５１９円 

(１)  林業就業支援事業                        ６，７６０，１４１円 

ア 林業雇用改善推進                                      ３，４１８，７５３円 

林業就業支援地域アドバイザーによる林業就業希望者のための就業相談や情報提供、林

業事業主に対する雇用条件の改善等に関する指導、雇用情報の収集（情報誌発行（林業雇

用情報あいち第29号）、研修等（林業雇用改善推進会議（3月18日参加）、雇用改善研修

会（10月26日主催）等）を実施した。 

 ○ 林業・木材産業就業懇談会 

日 時 平成27年6月19日  

場 所 愛知県木材会館

出席者 ３林業高校、県木連、県森連、県林務課、

３木材産業関連企業、２森組、基金

㈱東海林材市場 豊田森林組合 

ｽｲﾝｸ ﾔ゙ ﾀーﾞ 

ﾌｫﾜー ﾀ゙ ﾞ

ﾌﾟﾛｾｯｻ 

㈲池野商店 

ｽｲﾝｸ ﾔ゙ ﾀーﾞ 

ﾌﾟﾛｾｯｻ 
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○ 農林漁業就職フェア 

 日 時 平成27年8月18日   場 所 ウィンクあいち8階展示場

内 容 ガイダンス、個別相談、事業所面接（林業：6事業体） 来場者55名 林業個別相談6名 

     ○ 林業雇用管理改善研修会 

 日 時 平成27年10月26日  

場 所 岡崎市竜美丘会館

内 容 林業労働災害の傾向と対策、

労働関係法のポイント

参加者 22名

イ 林業就業支援講習              ３，０５１，０２４円 

林業就業希望者を対象に、林業に対する職業理解、安全衛生教育及び現地講習、林業関

係施設の見学等を実施した。   

平成27年4月14日～5月21日（19日間） 9名      

ウ 林業労働力確保支援センター業務                 ２９０，３６４円 

支援センターを開設し、林業事業体に対し雇用改善等の相談指導を行った。 

(２) 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業            １９，７３８，１３３円 

ア 林業作業士(フォレストワーカー)育成研修         １６，３５８，０５７円 

 認定事業体の現場技能者を段階的かつ体系的に育成するため、経験年数に合った研修カ

リキュラムに基づく研修の実施（集合研修）や、認定事業主が実施するＯＪＴ研修の助成

に対する指導、監督・検査業務を実施した。 

１年目研修 ２年目研修 ３年目研修 指導員研修 

12名（2森組、7事業体） 7名（1森組、4事業体） 4名（1森組、2事業体） 9名（1森組、4事業体）

○ 集合研修 

フォレストワーカー（１年目）  平成27年6月3日～10月30日（33日間）
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フォレストワーカー（２年目）    平成27年6月10日～10月19日（21日間） 

フォレストワーカー（３年目）  平成27年6月12日～10月27日（17日間） 

 ○ 指導員研修

平成27年5月25日～5月27日

（3日間）

イ 新規就業者の確保                     ３，３８０，０７６円 

林業就業希望者を対象に、森林・林業の仕事の内容や就業までの流れなど林業に関する

情報提供や就業相談等を実施した。 

○ 森林の仕事ガイダンス

平成27年11月15日（日）  ﾅﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝﾎｰﾙ   就業相談者数 56名 

       ＊岐阜県森林公社と合同開催。  ＊新たに専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの開設等により周知を図った。  

○ 森林の仕事ガイダンス（全国森林組合連合会主催）に参加 

       大阪会場 平成28年1月23日（土） 大阪ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｽﾞ・ﾏｰﾄ  

参加25道府県、相談者468名（うち愛知県へ6名） 

       東京会場 平成28年１月30日（土） 東京国際ﾌｫｰﾗﾑ 

参加31都道府県、相談者1,011名（うち愛知県へ32名） 

(３)  林業架線作業主任者講習等事業                     ３６９，７５０円 

架線系高性能林業機械等を操作する上で必要な林業架線作業主任者の育成を図るため、

林業架線作業主任者免許規程で定められた都道府県知事が行う林業架線作業に関する講
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習について、講習機関である県森林・林業技術センターと連携して実施した。 

平成27年6月8日～7月9日（17日間）  参加者９名（認定事業体８名） 

(４)  新規林業就業者雇用対策助成事業                  ７２０，４４４円 

認定事業主が新規林業就業者を雇用するにあたり負担した住環境の整備、職場環境の

整備、装備品の導入等に要する経費に対し定額助成した。 

助成先 ２森林組合（３名）、１事業体（１名） 

 (５)  普及啓発事業                                   ９２０，０５１円 

ア 林業現場見学                                    

県内の林業関係高校生等を対象に、林業現地見学等を行い、森林・林業の重要性や林

業就業についての普及啓発を図った。 

平成27年9月30日 

猿投農林高校 生徒36名 

          豊田森組木材市場、 

高性能林業機械作業地等 

平成27年11月19日  

安城農林高校 生徒39名  

      高性能林業機械作業地等 

平成27年12月3日  

田口高校   生徒22名 

          ｻﾃﾗｲﾄ土場、植栽現地、 

設楽森林組合施設等 

イ 林業作業見学等

県民を対象に、森林・林業への理解、就業への動機づけ等の普及啓発を図るため、

林業就業の説明、間伐等の林業作業見学等を実施した。 

平成27年12月4日  豊田森林組合、間伐実施地、高性能林業機械作業等   参加者14名 

＊相談や森林の仕事ｶﾞｲﾀﾞﾝｽと連携し、林業に就業希望や関心のある方を対象に実施した。 

（就業支援受託金により実施） 
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