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第5号議案

諸手数料率決定について

第6号議案

平成26年度役員報酬額の決定について

第7号議案

余裕金預け入先決定について

第8号議案

役員の選任について

第9号議案

退任役員に退任慰労金を支給することについて

の相場まで値を戻し、一過性のものであったと実感し

１組合員に対する貸付金最高限度額決定について

ました。このような中、出雲大社の大遷宮が執り行わ

第4号議案

れるに当たって、北山の松くい虫被害木の伐採駆除等

画も十団地四百八十六ヘクタールの認定を受けまし

平成26年度内における借入金最高限度額決定について

平成二十六年度

去る五月三十日、平成二十六年度通常総代会が森林

た。しかし、組合にとって収益の要である森林整備部

また「森林整備加速化・林業再生事業」等の補助事

平成26年度事業計画の設定について

第3号議案

景観回復事業を実施しました。造林事業では森林総合

組合本所に於いて、総代本人百四十一名、委任状、書

門が、計画に対して減収という厳しい結果でした。そ

真治様、出雲市議会副議長福代秀洋様のご祝辞を頂い

業を活用し、素材生産の拡大、安定供給を目標に高性

第2号議案

通常総代会開催

面議決を合わせて百八十九名の多数の出席をいただき

の他の部門ではチップ生産事業が厳しかった以外は全

た後、平田地区の梶谷善信総代が議長に選出され、議

能林業機械を三台導入しました。加工部門ではチップ

平成25年度事業報告・貸借対照表・損益計算書・剰余金処分案・
注記表及び附属明細書の承認について

研究所による分収造林など新植を実施しました。その

開催いたしました。来賓の島根県東部農林振興セン

て計画を上回りました。

事に入り全議案とも

生産機械の更新や貯木場の整備等を計画し平成二十六

第1号議案

他搬出間伐や作業道開設等積極的に行い、森林経営計

ター所長景山弘一様、出雲市役所農林水産調整監坂根

原案どおり可決承認

年度中の完成を目指しています。
平成二十五年度は事業総収入八億五百万円余りの実

平成二十六年度は高性能林業機械を有効に活用して

平成二十五年度

よっては好調なとこ

林産事業の拡大を図り、木質バイオマス事業と連携を

績でほぼ計画どおりでした。事業費用と管理費を抑え

ろもあったようです

保ちながら事業推進に努めます。森林整備部門は利用

は、消費税アップの

が、森林・林業に於

事業、造林事業、地籍調査事業を積極的に進めていき

て、二千二百五十二万円の当期剰余金を計上すること

いては未だ厳しい状

ます。また購買事業、加工事業共に今まで同様推進し

ための駆け込み需要

況に変わりありませ

ていきますので、組合員の皆様及び関係機関の皆様の

が出来ました。

ん。年末には木材価

ご協力とご支援ご指導のほどお願い致します。

などもあり、業種に

格の高騰があったも
のの春になると以前

通常総代会提出議案

平成26年度

されました。

もっときづかい まもりたいもりのげんきちきゅうのみらい
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Ⅱ. 損益計算書

Ⅰ. 貸借対照表

平成25年4月1日～平成26年3月31日
（単位：千円）

科

目

金

額

事業総収益

805,298

事業総費用

583,253
222,045

事業総利益
事業管理費

206,739

事業利益

15,306

事業外収益

7,537

事業外費用

4,538

経常利益

18,305

特別利益

39,989

特別損失

26,772

税引前当期利益
法人税、住民税及び事業税

科

目

金

額

科

流動資産計
有形固定資産
無形固定資産
転貸資金貸付
外部出資金
その他の資産

382,711
362,103
22,222
3,530
28,460
988

9,000

固定資産計

417,303

前期繰越剰余金

4,575

当期未処分剰余金

27,097

資産合計

800,014

（単位：千円）

目

買掛･未払金
その他流動負債
流動負債計
長期借入金
転貸資金借入
諸引当金
固定負債計

93,064
11,735
235,180
33,287
9,445

現金・預金
受取手形
売掛･未収金
棚卸資産
その他流動資産

負債合計

出資金
法定準備金
任意積立金
（損失補填積立金）
（施設整備修繕積立金）
（林業機械整備積立金）
（森林整備積立金）
（労働安全対策積立金）
（事務所修繕積立金）
当期未処分剰余金
（当期剰余金）
（前期繰越剰余金）

31,522
22,522

当期剰余金

平成26年3月31日現在

純資産合計
負債・純資産合計

金

額

111,658
17,523
129,181
23,496
3,554
43,162
70,212
199,393
401,514
50,010
122,000
( 90,000）
( 10,000）
( 8,000）
( 5,000）
( 2,000）
( 7,000）
27,097
( 22,522）
( 4,575）
600,621
800,014

Ⅲ. 平成25年度剰余金処分案
（単位：千円）

科

目

積 算 内 訳

小

計

金
額
27,097

当期未処分剰余金
剰余金処分額
法定準備金
任意積立金
（加工施設整備積立金）

当期剰余金の20％以上

5,000
17,000
22,000

( 17,000）

5,097

次期繰越剰余金

その他3,087千円
金融事業132千円
国営保険料216千円
購買事業27,725千円

指導2,029千円
林産13,563千円

調査収入41,171千円
チップ158,249千円

施設維持
152,331千円

加工123,893千円

病虫害防除
126,501千円
森林整備108,069千円
立木処理
8,483千円
指
導
販
売
加
工
森林整備
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治山工事31,053千円
作業道工事8,796千円

事業総収益 805,298 千円

千円

893千円

円
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新役員体制です。
代表理事組合長●手錢

白三郎

代表理事専務●金山

引き続いて組合長の重責を担うことになりました。
若手人材の育成と次世代への引き継ぎをしっかり
果たし、最後の任期を全うしたく思います。何卒よ
ろしくお願い致します。

理事●神田

善満

再任いただき大きな責任を感じていま
す。森林・林業を取り巻く環境は依然
として、厳しい状況にありますが、新
たに木質バイオマス発電所の稼働も
間近で、木材の利用度は高まってくる
と思われます。当組合の健全経営に
微力ながら尽くしたいと思います。

理事●伊藤

彰祥

森林保全、整備について豊
富な体験をされている先輩
理事、組合長、職員の皆様
方と共に、当組合の持続的
な健全経営に微力ながら務
めさせて頂きたいと考えて
います。

理事●加藤

博

組合を取り巻く環境は一層
厳しくなっていますが、監
事として勉強させていただ
いた事を生かし、健全な運
営が図られ組合員の為の組
合として発展するよう頑張
りたいと思います。

理事●坂根

忠德

この度の役員改選により、
理事の責務を担うこととな
りました。山の木々に思い
を寄せ、最善の努力を致す
所存でございますので、組
合員様のお力添えをお願い
申し上げます。

理事●常松

泰久

再任いただき有難うござい
ます。温暖化による天候不
順で災害防止、水源涵養、
CO2の吸収等森林の保持が
一層重要になりました。森
林整備、林業再生へ努力し
たいと存じます。

代表監事●岩成

富男

引き続き代表監事に選任さ
れましたのでよろしくお願
いします。業務執行と財務
状況の運営監査を通じ、一
層組合員の皆様の利便性向
上に資すればと念じていま
す。

監事●藤原

昭充

林業環境は厳しいものがあ
ります。森林機能が発揮さ
れ、豊かな緑を残すために
も森林組合への期待は大き
なものがあり、本組合の健
全な事業運営が図られるよ
う努めます。

理事●足立

博臣

引き続き選任いただき光栄
に存じます。少しは明るさ
が見えますが、業界を取り
巻く環境は厳しく、役員の
一人としてその責務を果た
すべく努力いたします。

理事●伊藤

國昭

この度、佐田地区より理事
に選出されました。農業林
業は山間地域の経済の両論
であるが、林業は今忘れ去
られている。林業の復活を
図り、健全なる山間地域の
発展に努力いたします。

理事●金折

徹也

資源小国の我国にとって、
景観、防災、そして利用価
値と森林資源は豊富です。
林業に従事する若者も増え
てきたと言われており、豊
かな資源の活用法はないか
と考えます。

理事●園山

博良

林業はもとより災害防止の
ためにも山の手入れは大切
です。植林から木材生産、
バイオマス発電燃料生産ま
で山を守る幅広い役割を担
う森林組合発展のため努力
してまいります。

理事●浜村

雅男

この度の役員改選により理
事という大役を仰せつかり、
身の引き締まる思いでござ
います。組合員の皆様の代
弁者として、非才ながらも
精一杯頑張りますので宜し
くお願い致します。

監事●飯島

陽

５月30日の通常総代会の後で開催された理事会に
於いて、常勤理事に選任されました。重責に身が
引き締まる思いです。組合員の付託に答えられる
組合運営を目指し努力します。

昭人

この度監事に選任されまし
た。責 務 の 重さを痛 感し、
微力ながら職責を全ういた
したく思っております。組合
の健全経営と手つかずの森
林を活用できるよう最善を
尽くします。

理事●天喰

俊二

現在、地球温暖化による災
害が頻繁に発生するように
なりました。私達は、地域
を守り森林を生かすべき、
木質バイオマスの再生エネ
ルギーの普及を望み協力す
る事が肝要と思います。

理事●陰山

昭

この度再任の命を受けまし
た。前期に変わらずよろしく
お願い致します。近年森林
事業を取り巻く環境は大変
厳しく、組合の果たす役割
は大変重要であり、微力な
がらご奉仕したく思います。

理事●小林

郷史

この度の改選に伴い、理事
に就任いたしました。もと
より浅学非才の身ではござ
いますが、当組合発展に少
しでもお役に立ちたいと思
います。どうぞよろしくお願
いします。

理事●高砂

明弘

森林の整備、木材利用の促
進、森林再生による循環型
林業への努力、そして森林
組合の健全経営に頑張りた
いと思います。三期目も引
き続きよろしくお願いいた
します。

理事●藤江

弘滿

この度、森林組合役員就任
するに当り松くい虫被害等、
森林破壊の被害防止に皆様
と共に協力していきます。

監事●岡田

耕一

山間地域に住む者として、
山林との関わりは大である。
森林の崩壊を未然に防ぎ次
世代へ送ることが大事であ
る。その為の森林組合の重
要性を再確認し、安定経営
に寄与したい。

出雲地区森林組合の理事・監事が
選任され、新体制でスタートしました。
今後ともよろしくお願い致します。
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高性能林業機械を新たに導入いたしました。
木材及び枝葉運搬用

フォワーダ

７tクラス

木材搬出用

スイングヤーダ

0.45㎥クラス

木質バイオマス需要増大により今年度から林産係を新設いたしました。
組合員様が所有されている山の立木を買わさせていただきます。
量の多少にかかわらずお気軽にご相談ください。
連絡先

出雲地区森林組合

業務課

林産係

宇賀の里 ～土地の活用につい て

古い話ですが、昭和55年から出雲市古志町宇賀で旧出雲市森林組合の子会社㈱出
雲森林住建センターが分譲住宅地の開発を行いました。民間の不動産会社2社と一緒
所在地
に共同企業体を組んで農地を開発したものです。
出雲市古志町宇賀2168-1外
当時は景気も良く日本の社会全体が右肩上がりの高度成長期でもありましたので、
面 積
土地開発も盛んで住宅用地が求められる時代でもありました。総面積約20,000㎡
の農地を建売住宅用地として3期に分けて開発し、それを145区画に分けて売り出
5,444㎡
しをした訳です。分譲地は徐々に売れて行き現在では100戸近い住宅団地が出来て （内700㎡余は借地契約済み）
います。
交 通
その団地に隣接した西側に5,000㎡余の森林組合の所有地があります。分譲住宅
出雲市駅から4㎞、国道9号線
用地として一緒に開発したもののその後の不況状況のなかで、本格的な区画整理を
神門大橋西詰交差点から東南
しないままになっています。場所は市内から5分程度の近距離にあり日当たりも良好
2.5㎞
です。また閑静な住宅地の一角にありますし、この土地をこのままにしておく訳に
連絡先
はいきません。
出雲地区森林組合
総務課まで
できれば組合員の皆様方のお知恵を拝借して、活用方法を探って行きたいと念願
TEL 0853-22-4433
しています。
関心をお持ちの方はご連絡をお待ちしています。
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本年1月から作業員として

年齢もシニアでたいへん未

今年の4月から、加工工場

就業させていただいておりま

熟者ですが、安全作業に努め

で働いています。先輩方の

す。自然の中で、皆様と一緒に

チームワークを大切にしてつ

言われることを聞いて技術

仕事が出来ることに感謝して

いていきたいと思います。皆

を習得し、安全作業を心が

います。今後もこの初心を忘

様のご指導の程よろしくお願

け一生懸命仕事をしていき

れず、素直な気持ちで基本に

い致します。

たいです。

忠実な作業員となれるように

林

努力していく決意です。よろ

光晴

安立

小村

しくお願いいたします。

英治

山田

寛陽

今年の4月から職員として

今年の4月から職員として採

働いています。林業という仕

用して頂きました上田と申しま

森林管理課造林係に配属されまし

事を楽しみながら多くのこと

す。林業に関わるのは今回が初

た。約3カ月が経ち仕事にも少しずつ

を学び、一つでも多くの現場

めてであり、未だ分からない事

慣れてきましたが、職員としても社

を任せてもらえるよう一生懸

が多く毎日が勉強の日々です

会人としても未熟な点が多く、日々

命頑張りたいと思います。

が、一日でも早く皆様のお役に

勉強の毎日です。一つ一つの経験か

立てるように日々精進してまい

ら出来るだけ多くのことを学び、少

翔伍

上田

一貴

りますので、何卒ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願いします。

今年の4月から職員として入組し、

森脇

康行

シカ・イノシシ等の被害でお困りのみなさまへ
★電気牧柵器

電気の力であなたの大切な田・畑を守ります！

★ステンレス入りネット

軽くて！丈夫で！施工しやすい！

しでも早く皆様のお役に立てるよう
努力していきたいと思います。

耳より情報

設置場所・設置距離により適切な商品をご提案いたします。

【お問い合わせ先】

業務課購買係 ☎22-4433
平 田 支 所 ☎62-2564
佐 田 支 所 ☎84-0518

あとがき

山々の樹木も芽吹き新緑の美

しい季節になりました。梅雨はう

っとうしいものの雨のよく似合

う紫陽花は趣があり、奥ゆかしい

日本人らしい花のように思いま

サッカーＷ杯の結果は残念で

す。

したが、日本人サポーターのマナ

ーは世界中の記憶に残るファイ

ンプレーだったのではないでし

ょうか。当組合も今年は新体制に

なり、新たな風が吹きつつありま

り

す 。林 業 が 注 目 さ れ て い る 昨 今 、

も

大切な森を担う林業界の代表と

して、当組合も未来の森林を守る

Ｅ・Ｋ

サポーターであり続けたいです。

組合員の皆様へお願い!!
①組合員さんの死亡等により、名義
変更の必要が発生した時
②転居等により、住所、連絡先が変
更になった時
届出の必要がありますので総務課
までお問い合わせ下さい。
総務課 22-4433
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