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京都市森林組合

GPS

第16号

GPS（全地球測位システム）は、衛星を利用して自分がどこにいるのかを正確に

１ 組合長挨拶、ホームページ開設のお知らせ

割り出すシステムで、最近ではカーナビやGPS機能のついた携帯電話の普及によ

目次

り、私たちの生活に欠かせないものになってきました。
森林組合でも、高精度GPS受信機を用い、測量やカシナガキクイムシの被害木調

２ 森林整備の補助金申請について
３ 眠れぬ日本の宝の山、購買からのお知らせ
４ コラム、
トピック

査などに活用しております。
しかし、携帯型GPS受信機は、まだまだ高額なものが多く、個人的に購入するこ
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とが慎重なるものでもあります。
そこで、この機会に私がご紹介したいものが、携帯電話（スマートフォン）を利用

新年のごあいさつ

した山用のGPSソフト（DIY GPS）です。
このソフトは、有料（500円程度）で、位置精度も上記のものより落ちますが、携帯

代表理事組合長

電話の圏外の場所でも地図上に現在位置を表示し、行先を設定すれば案内もしてく

新年明けましておめでとうございます。

れる優れものです。

組合員の皆様には、お元気で新年をお迎えになられたことと存じます。

山へ行くのが不安でなかなか足が向かない方でも、是非一度このソフトを利用
し、山へ行っていただけるようになりましたら幸いです。

森林整備課

吉田 英治

浅野

本年は癸巳年、年男年女の皆様には重ねてお喜びを申し上げます。

※DIY GPS の詳しい情報は、http://diygps.net/ をご覧下さい。

国政選挙の最中にこの原稿を書いておりますが、政権の行方が気にかかることです。
さて京都の林業界にとって、最悪の三年間でありました。自然と共にある林業を、工業と同じように考えた
政府与党は、南北に長く気候風土も違い、地域性を持った林業を画一的な施策で縛り、特に管内にある

組合からのお知らせ

北山林業地域においては、その制度に対応することが出来ず大変つらい思いをされている事と存じます。
その他の地域においては、造林組合の役員さんや林家のご協力のおかげで経営計画団地への取組みも

「森林国営保険」では災害時の手厚い補償で森林経営への不安を解消します。8つの災害により契約森林が損害を受
けたときに、保険金が支払われます。あなたの森林が災害にあったときのための保険です。森林国営保険に加入いただ
いた森林に災害によって損害が生じた場合、お約束に従ってその損害を補填する制度です。

総務課

村山

保険適用災害（8つの災害）
火災

山火事でうけた災害

風害

暴風による幹折れ、根返りなどの損害

水害

豪雨、洪水による埋没、水没、流失などの損害

雪害

大量積雪による枯死などの損害

干害

乾燥による枯死などの損害

凍害

凍結、寒風などによる枯死などの損害

潮害

潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害

噴火災 火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害

京都府や京都市の、格別のサポートやセーフティネットをお願いしようと考えておりますので、皆様方の絶
大なる応援をお願い致します。
最後に、大都市近郊の森林組合として、京の三山を守り、水源を守り、立派な森林を作るためにも立ち
止まることなくたゆまぬ努力を続けることをお誓いし、年頭の挨拶とさせて頂きます。

ホームページ開設のお知らせ

ウエイクボ ー ド に つ い て

京都市森林組合のホームページを開設いたしました。
ヤフーやグーグル等で京都市森林組合と検索していたければご覧になれます。

僕は琵琶湖の近くで生まれ育ち、幼少の頃よりウエイクボードをしていました。
ウエイクボードとは、足にビンディング付のボードを装着させてボート等で引っ張っても
らうスポーツです。引き波等を利用して技、ジャンプをする事ができ、感覚としてはスノー
ボードに似ています。最寄りであれば琵琶湖等で楽しめる事が出来ます。機会があれば
やってみてはいかがですか？

ゆっくりとではありますが、進んでまいりました。

森林整備士

小山

木材市場での市況など皆様方に有益な情報を発信してまいりますのでアクセスしていただきますようお願いいたしま
す。組合員の皆様のお役に立つことができますよう、よりよいホームページを作っていきたいと思っておりますのでご意
見、ご要望よろしくお願いいたします。

■ URLは http://kyotoc-morikumi.jp/ です。
よろしくお願いします。

企画戦略課

廣瀬

森林整備の補助金申請について
今年度は、2 つの制度変更がありました。そのため、山の整備をした際にご利用いただいていました森

１１月１３日ＮＨＫ放送のクローズアップ現代のタイトルです。

林整備の補助金が、今までと同じようにはご利用いただけなくなりました。そこで、今後も補助金を利

国産材の価格はこの３０年余り下落を続け、今年は特に顕著に現れています。国の森林・林業再生プランに沿って山元

用し、森林整備を進めていただくために、改めて森林整備の補助金申請についてお知らせいたします。

では木材生産量の拡大に踏み出しました。
しかし、プランのもう一方の重点である国産材の需要拡大や流通改革が追いついていません。一方的に増産された大

2 つの制度変更

量の木材は行き場を得られず一層の価格下落を招いてしまったのです。
・
・
・とコメントされました。
（流通の面からはＥＵギリシャの経済破綻をはじめとするユーロ安と円高も深く根を下ろし、タイミングとしては最悪で
す。事実「都の森づくり事業」利用間伐の搬出材の価格にも影響は否めません。）

●補助制度… 今年度の 4 月から、森林整備の補助制度が変更となりになりました。

この後現状の打開策について、いくつかのコメントがありました。

●計画制度… 9 月 18 日をもって森林施業計画の代わりに、森林経営計画という計画制度がスタートしました。
現在の経営計画
ほとんどの地域で樹立要件を満たせず、
樹立できていません。京都市森林組合管
内の現在の樹立エリアは、本所・各支所
に掲示してあります。なお、エリア内の

❶ドイツのような林業用の道、森林情報の整備
❷地産地消がのぞましいその半径は５０キロ圏内

制度イメージ図
時期

平成23年度
4月1日

補助制度

「道がなければ重くかさばる丸太がでません、あとやはり年間どのくらい材がでてくるのか分からなければ製材工場の投資

平成24年度

今までの補助制度

も出来ません。国産の製材は規模が小さく安定的に大量に供給出来る外材に立場を明け渡してきた」 京都に当てはまる

9月18日

❸ドイツ森林官のような人材育成

新しい補助制度

実は林業は相当高度な訓練が必要な産業で日本で期待されるのは、やはり森林組合だと思います。
・
・
・とコメントされました。

すべての方が樹立者ではありませんの
で、京都市森林組合へご確認ください。

計画制度

今までの計画（施業計画）

新しい計画（森林経営計画）

もっと地域林業に向き合う姿勢が必要だと感じ身が引き締まる思いです。今年度からは組合員さまに長期施業委託
契約のサービスを始めました。組合員さま全ての負託に応えられるとは参りませんが、１０年間所有者に成り代わり森
林の管理をしていくサービスで興味をお持ち頂ければ幸いです。

補助金申請の制度について

林業施策は多種多様、高度化され今まで通りに安易に森林整備が出来ない状況となりましたが、これからも将来を
見据えた、より良い森林管理をご提案して参りますので、今後も組合員さまの益々のご協力をお願い申し上げます。

森林整備の補助金申請の対象者は？

総括課長

・森林経営計画樹立者

米津

雅貴

※例外として、事前の伐採届を提出した再造林，気象害を受けた森林の復旧（雪害等の被害地造林・伐倒処理・
伐採整理）の作業を行う場合は、経営計画が樹立していない者でも対象となる。

森林整備の補助金申請の対象森林は？
・森林経営計画樹立森林のみ
※例外として、事前の伐採届を提出した再造林，気象害を受けた森林の復旧（雪害等の被害地造林・伐倒処理・

購買からのお知らせ

伐採整理）の作業を行う森林（経営計画樹立森林より補助金額は減少するが補助金の申請の対象となる）
寒くなってきますとしいたけ 菌や ほだ木 へ のお問 い 合 わ せが増えてまいります。当 組 合 では、しいたけ 菌（種

森林整備の補助金申請の対象作業と必要書類は？

駒 1 種類）を販売しておりますのでご利用いただきますようお願いいたします。また、在庫以外のきのこ菌やほ

・別紙参照（同封）

だ木につきましても取り扱っておりますのでお声かけくださいますようあわせてお願いいたします。以下にきのこ
菌とほだ木 の 今 季 の 価 格を記しますの でご用 命 の ほどお願 い いたします。ほだ木 の 数 量には限りがございますの

大きな変更点

で、売り切れの場合はご容赦おねがいいたします。なお、30 本以下のご用命の場合は別途運賃がかかります。

❶ 間伐以外は、0.1ha から申請が可能。
❷ 間伐のみ、5ha 以上 +10 ㎥ /ha 以上の搬出が必要。
❸ 間伐のみ、作業前に森林組合を通じて京都府へ申請が必要。

また、ほ だ 木 の 委 託 販 売 も 実

品名

入り数

林組合で売ってほしいという方は

しいたけ菌290

1,000駒入り

2,940円

なめこ菌

1,000駒入り

2,940円

ほだ木（植菌済み）

1本

945円

ほだ木（植菌無し）

1本

525円

奮って御連絡お願い致します。

今年は、制度が大きく変化していますので、補助金を使った作業をされる際は、一度、京都市森林組
合へご相談ください。

施しておりますので、ほだ木を森

企画戦略課

山下

企画戦略課

廣瀬

価格（税込み）
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森林整備課

吉田 英治

浅野

本年は癸巳年、年男年女の皆様には重ねてお喜びを申し上げます。

※DIY GPS の詳しい情報は、http://diygps.net/ をご覧下さい。

国政選挙の最中にこの原稿を書いておりますが、政権の行方が気にかかることです。
さて京都の林業界にとって、最悪の三年間でありました。自然と共にある林業を、工業と同じように考えた
政府与党は、南北に長く気候風土も違い、地域性を持った林業を画一的な施策で縛り、特に管内にある

組合からのお知らせ

北山林業地域においては、その制度に対応することが出来ず大変つらい思いをされている事と存じます。
その他の地域においては、造林組合の役員さんや林家のご協力のおかげで経営計画団地への取組みも

「森林国営保険」では災害時の手厚い補償で森林経営への不安を解消します。8つの災害により契約森林が損害を受
けたときに、保険金が支払われます。あなたの森林が災害にあったときのための保険です。森林国営保険に加入いただ
いた森林に災害によって損害が生じた場合、お約束に従ってその損害を補填する制度です。

総務課

村山

保険適用災害（8つの災害）
火災

山火事でうけた災害

風害

暴風による幹折れ、根返りなどの損害

水害

豪雨、洪水による埋没、水没、流失などの損害

雪害

大量積雪による枯死などの損害

干害

乾燥による枯死などの損害

凍害

凍結、寒風などによる枯死などの損害

潮害

潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害

噴火災 火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害

京都府や京都市の、格別のサポートやセーフティネットをお願いしようと考えておりますので、皆様方の絶
大なる応援をお願い致します。
最後に、大都市近郊の森林組合として、京の三山を守り、水源を守り、立派な森林を作るためにも立ち
止まることなくたゆまぬ努力を続けることをお誓いし、年頭の挨拶とさせて頂きます。

ホームページ開設のお知らせ

ウエイクボ ー ド に つ い て

京都市森林組合のホームページを開設いたしました。
ヤフーやグーグル等で京都市森林組合と検索していたければご覧になれます。

僕は琵琶湖の近くで生まれ育ち、幼少の頃よりウエイクボードをしていました。
ウエイクボードとは、足にビンディング付のボードを装着させてボート等で引っ張っても
らうスポーツです。引き波等を利用して技、ジャンプをする事ができ、感覚としてはスノー
ボードに似ています。最寄りであれば琵琶湖等で楽しめる事が出来ます。機会があれば
やってみてはいかがですか？

ゆっくりとではありますが、進んでまいりました。

森林整備士

小山

木材市場での市況など皆様方に有益な情報を発信してまいりますのでアクセスしていただきますようお願いいたしま
す。組合員の皆様のお役に立つことができますよう、よりよいホームページを作っていきたいと思っておりますのでご意
見、ご要望よろしくお願いいたします。

■ URLは http://kyotoc-morikumi.jp/ です。
よろしくお願いします。

企画戦略課

廣瀬

