2001.11 創刊特別号

Vol.

1

合併認可書を提出するため、大阪府知事を訪ねた古川組合長

10月19日、大阪府森林組合が誕生しました。
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大阪府環境農林水産部 緑整備室長 島瀬善彦様

10月19日 大阪府森林組合の1日
本店・支店スタッフ紹介
大阪府森林組合の組織図

大阪府下の森林組合が一つに合併いたしましたので、次に大
阪府森林組合連合会の権利義務を承継する議決を行うため、
臨
時総会を11月28日
（水）
に開催する予定です。
組合員の皆様にはご多忙の折と存じますので、書面による議
決行使をお願いします。
つきましては書面議決書を11月20日(火)までに支店まで

お知らせ

ご提出ください。連合会の承継手続を円滑に行うため組合員皆

編集後記

様の特段のご協力をお願いいたします。
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祝

大阪府森林組合

大阪府環境農林水産部 緑整備室長

古川

代表理事組合長

光和

平素は森林組合事業にご支援を賜わり、誠にありがとうござ
います。
去る10月19日、全国で初めて一都道府県をエリアとする広域
森林組合、大阪府森林組合が発足いたしましたことを、皆様に
ご報告申し上げます。
今般の合併につきましては設立までの間いただいた組合員の
方々のご支援、また関係行政機関各位のご指導、ご協力の賜物
と深く感謝しております。

辞

島瀬

善彦様

長い歴史をもって大阪の森林を守り育ててきた府内それぞれ
の森林組合が、新世紀を迎えて大阪府森林組合として合併し、
新たに出発されましたことを、心からお祝い申し上げます。
木材需要の急激な増加の際には、森林組合は、その経営合理
化と計画的生産に努め、時代の要請に応えてこられましたが、
昨今の林業を取り巻く厳しい環境により、これまでの森林組合
から一歩前進することが求められています。
都市型森林組合として、住民のニーズに応えるとともに、環

今回の合併は関係機関の指導もあり、当初ブロック単位の合

境保全と自然との共生に配慮するなど、新しいタイプの森林組

併を目指し、地区協議会などで協議をしてきましたが、平成10

合として事業展開が図られることを期待しています。貴組合の

年の森林組合連合会の総会において、時代を先取りした森林組

活動が大阪の森林を豊かなものにし、地域の活性化をもたらし

合をつくるため、大阪府内の全森林組合が参加した広域森林組

ますよう、皆様方と力を合わせて歩んでゆきたいと存じます。

合を設立することが決定されました。以来、大阪府森林組合合
併推進協議会の設置、本年7月には全組合が合併予備契約書に
調印、各組合の臨時合併総会の承認を得て、以後、協議会、幹

10月19日 大阪府森林組合の1日

事会、専門部会での協議を経て、設立委員を組織し、10月10日
には大阪府知事の認可をいただき、10月19日、法人登記を申請
し、設立いたしました。
皆様ご存知のように、今日の日本の森林･林業を取り巻く状
況は厳しく、市町村単位の森林組合では時代のニーズに合った
組合員へのサービスは行い難い状態です。
一方で、治山、治水や大気の浄化、二酸化炭素の吸収など森
林の公益的機能に果たす役割は大きく、特に地球環境の保全の
面からも、森林の多様な機能の持続的発揮に対する期待が高ま
っており、その森林を守り、育てる中核的担い手である森林組
合の役割は、非常に重要になってくるものと思われます。

朝から秋特有の高い青空が広がった10月19日、大阪府森林組
合が第一歩を踏み出した記念すべき、また忙しい1日が始まり
ました。
朝9時、担当者が書類一式を手に持ち、大阪法務局へ。無事、
設立登記申請が認められ、この時点で大阪府森林組合が名実と
もに発足しました。
その後、看板の設置、職員への辞令交付が行われ、骨格しか
なかった組合に 職員 という肉付けがなされました。
一息つく暇もなく、記念祝典の準備に。
記念式典には合併に際し、ご指導、ご協力をいただいた大阪

このため合併により組織･運営体制を強化、職員の資質の向

府や市町村の行政機関、お忙しい中、合併協議会などにご出席

上を図るとともに、各支店には代表権のある副組合長を配置し、

いただいた森林組合関係者など、総勢70余人の方々にお集まり

地域の特色やニーズも生かした事業運営を行います。新組合の
経営は株式会社にならい、サービスは協同組合の精神を引き継
ぎ、今後、全国のモデルとなるような21世紀の新しい森林組合
を目指していきたいと考えております。
ただ大阪府森林組合はまだ誕生したばかりでございます。今
後とも皆様のご指導･ご協力を頂戴する必要を痛感しております。
わが林業界においては木材価格の低迷など、あまり明るい話
題がない昨今ではありますが、大阪府森林組合が、今後の大阪
の森林･林業の発展につながることを祈念して、設立に際しての、
ごあいさつとさせていただきます。
設立登記申請受理証明書と合併認可書

いただき、新組合の第一歩を祝していただきました。
大阪府森林組合の古川組合長の挨拶で祝典は開幕。森林・林

本店・支店のスタッフ紹介

業経営を取り巻く厳しい環境の中、森林が環境に果たす役割と
森林組合のこれからあ

今回の合併では大阪市内に本店を設置、また大阪府内を4分

るべき姿を熱く語りま

割して、各地区にそれぞれ支店を設置いたしました。

した。また来賓を代表

ここでは本店、支店のスタッフを紹介するとともに、これか

し、大阪府環境農林水

らの抱負を各支店のスタッフに語ってもらいます。

産部長 末吉徹様、河

今回の人事では思い切った若返りを実施。それだけに行き届

内長野市環境経済部長

かないところがあるかもしれません。もちろん本･支店間でカ

阪谷俊介様よりご祝辞

バーしていきます。ただ組合員の皆様の暖かいご支援もいただ

を頂戴しました。古川
組合長、末吉様、阪谷

きながら、大阪の森とともに職員一同、成長したいと考えてい
祝典の会場風景

ます。

様のお言葉に出席した職員一同、姿勢をただし、組合長を先頭
に21世紀に求められる森林組合を目指す決意を新たにしました。
続いて氏原常務理事から合併までの経過報告。合併に携わった
職員には、資料の作成や打ち
合わせなど、深夜に及ぶ作業

古川組合長の挨拶

TEL.06-4792-4305

本店は合併に伴い、大阪府農林会館に新しく設置されました。
大阪府森林組合の事業エリアは大阪府全域。本店では各地域

させ、感慨深く聞き入りまし

に設置された4支店の総務と業務を統括し、支店と連携を保ち

た。

ながら、各地域のご要望に応えていきます。各支店が地域に密

ここで急遽決まった若手中

着し、組合員サービスをモットーに業務を進める一方で、本店

堅職員による決意表明を披露。

は支店の事業をサポートし、適切な指導をすることで組合員の

本店業務課長を先頭に5名の

方々とつながりを保ちたいと考えています。

職員による決意表明は、これ

また支店では対応しきれない事業や広域にわたる業務が発生

からの森林組合を背負って立

した場合は本店が対応し、他支店から人員を派遣するなど、大

つ若い職員が自ら考える未来

阪府森林組合の潤滑油の役割を果たすことでスムーズな事業推

の森林組合像に向かって邁進

進を行います。

することを出席者の前で宣誓

ときに支店の先頭に立ち、叱咤激励しながら、ときに支店か

しました。出席していただい

ら後押しされ、大阪府森林組合の未来につながるレールを引く

熱意を感じた」など大好評でした。
祝典にご出席いただいた皆様の大阪府森林組合に対する大き
な期待に応えるべく、気を引き締め直し、業務に当たることを

職員による決意表明

店

の連続だった日々を思い起こ

た方からは「大阪府森林組合の意気込みは本物」「若手職員の

再確認した１日でした。

本

〒５４０-０００７ 大阪市中央区馬場町３番３５号

とともに舵取りをしていく所存です。
本店スタッフは現在6名体制。少数精鋭でがんばっていきます。
慣れない土地での勤務で通勤も一苦労ですが、支店に負けな
いよう、本店スタッフ一同、がんばっていこうと思います
本店業務課長 菅沼 肇

氏原常務（中央左）、奥野総務課長（中央右）、菅沼業務課長（右から2人目）
と
本店スタッフ

豊能支店
〒５６３-０３５２ 豊能郡能勢町大里１７８番地

三島支店

TEL.0727-34-0125

〒５６９-００６７ 高槻市桃園町２番１号

TEL.0726-74-7407

豊能支店は、面積の大部分を山林が占める緑豊かな能勢町･

大阪北摂東部を中心とし、淀川を越えて枚方市から八尾市に

豊能町･箕面市など北摂を管轄エリアとする支店として設立さ

到る生駒山系を含む、森林面積約12,300haをエリアとする三島

れました。

支店が設立されました。

今までの森林造成･土木、森林資源リサイクル、椎茸生産・

環境林業 を支店のポリシーとし、造林や保育、森林土木

販売といった事業は継続しつつ、立地条件を活かし、豊能支店

といった今までの森林整備事業は継続しつつ、森林レクリエー

独自の丸棒加工施設の運営強化を図り、他支店と連携をとるこ

ション施設や間伐材加工センターの運営、森林ボランティアの

とにより、

受け入れにも積極的に取り組んでいきます。

公共事業や

循環型林業にも、いち早く着目し、森林資源リサイクル事業

木工品など

に取り組むべく、その第一歩として、木質バイオマス燃料「エ

の各種資材

コペレット」の製造を行います。すでに本年7月にリニューア

として、丸

ルオープンした直営の高槻樫田温泉にペレットを使用するボイ

棒製品の府

ラーを導入し、今後は市民にも利用してもらえるよう、ペレッ

下全域への

トストーブを開発中です。

供給体制を
整えます。

またGPSを利用した測量、森林GIS地理情報システムを導入し、
豊能支店 能勢木材加工センター

一方で松

林地境界の明示や森林施業計画立案に役立てるとともに、組合
員の方々からの要望に対応し、きめ細やかなサービスをモット

茸山整備事業をはじめとする新規事業を立ち上げるなど、更な
る発展を目指します。

ーに事業運営を行います。
三島支店は20歳代から40歳代の若いスタッフが中心となり、

また、これまで能勢町において整備を進めてきた森林GIS（地
図情報システム）については、地籍混迷地である山間部におい
ての境界明示を進めるとともに、今後、豊能町･箕面市にも拡
大し、きめ細やかな組合員サービスを提供していく計画です。
豊能支店は若手職員中心の組織ですので、その若い力を活か

貴重な大阪の森を守り育てるとともに21世紀の林業を創造しま
す。
今後ともよろしくご指導いただきますよう、お願い申し上げ
ます。
三島支店 支店長 田中 一嘉

した積極的な事業展開を行っていきます。
これからも組合員の皆様とのつながりを大切に「組合員あっ
ての組合」ということを肝に銘じ、組合員各位の信頼獲得に努
めてまいります。
今後ともご指導、ご協力を賜わりますよう心よりお願い申し
上げます。
豊能支店 支店長代理

蔵人副組合長(後列右)、北河理事(前列右)、田中支店長(前列中央)と
三島支店スタッフ

辰野副組合長（前列中央）、城阪理事（前列中央左）、泉理事（前列中央右）、
中島監事（前列右）、
支店長代理（前列左）
と豊能支店スタッフ

事業所、木工加工センター、観光センターのスタッフ

南河内支店
〒５８６-００３６ 河内長野市高向１８１８番地の１ TEL.0721-63-0850

大阪南東部、南河内地域は古くから河内林業地と呼ばれ、優
良な木材を産む森林を育んできました。その南河内地域、河内
長野市･千早赤阪村･河南町･太子町･富田林市･柏原市といった

泉州支店
〒５４９-００４１ 和泉市いぶき野３丁目１５番４５号

TEL.0725-58-2025

合併に伴い、大阪府森林組合で唯一、新設の泉州支店が設置
されました。
泉州支店の管轄は和泉市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉

金剛･岩湧山系一帯の森林を管轄いたしますのが南河内支店です。

南市・阪南市・岬町のほか、森林組合がなかった高石市・堺市・

支店事務所は河内長野市立林業総合センター内（花の文化園

泉大津市・忠岡町・田尻町・熊取町もエリアとなりました。新

隣）に設置いたしました。皆様が森林に関する窓口として気軽

設とはいえ、各支店の中で一番広大なエリアを管轄することと

にご活用いただける雰囲気の支店を目指します。

なりました。

南河内支店では森林を適正に維持管理する整備事業を継続し

地域の組合員の方々へのサービスを第一に考えながら、環境

ながら、森林資源の有効利用に取り組みます。小径木加工場・

保全型の森林整備など将来を見据えた事業を導入し、行政をは

ウッドベースかわちながのといった施設を効率よく運営し、間

じめ、支店間との連携を密に業務に取り組んでいきたいと考え

伐材から住宅用資材まで様々な木材の加工･販売を行うとともに、

ています。

住宅の建築･販売･ＰＲまで事業の幅を広げ、川上から川下まで

また大阪で一番海に近い森林を管轄するという地の利を活か

トータルにかかわることで 資源循環型林業 を実践していき

し、水産業との連携による間伐材の利用拡大など、新しい事業

ます。

展開なども今後力を入れて取り組んでいきます。

これらのことが「おおさか河内材」をはじめとする府内産木

自由な発想ができ、それを実行できるのは新設支店の良いと

材の利用の促進、安定供給を確立し、大阪の林業を活性化させ、

ころです。それを活かして、将来、大阪府下で一番大きな支店

組合員の皆様の林業経営の向上にもつながるものと考えていま

になれるよう、大植副組合長を先頭に職員一丸となってがんば

す。

っていく所存です。

また千早赤阪村東阪地区には家具の製作販売･地域農産物の

今後ともよろしくお願いします。

販売、喫茶コーナーを設けた「ラ･フォレスタ」を備えており、
これらの施設をネットワーク化することで多様な組合員の皆様
のニーズにお応えできる体制を整えてまいります。

合併に先立
ち、去る10月

いち早く業務を軌道に乗せ、皆様から安心して業務をご用命

17日に、稲田

いただけるよう、また合併してよかったという声を聞けるよう、

和泉市長様を

職員一同、精一杯がんばりたいと思います。

はじめ、大阪

今後ともご指導をいただきますよう、お願い申し上げます。

府や泉州地区

南河内支店 支店長 竹田 兼三

の森林組合関
係各位など、
多数の来賓を

泉州支店事務所開きにお集まりいただいた方々

お迎えして事務所開きを執り行いました。
事務所の新設に当たり、ご尽力を賜わりました皆様方に、こ
の場をお借りして御礼申し上げます。
泉州支店 支店長 葛城 修平

中谷副組合長（前列中央右）、奥野理事（前列左から2人目）、井関理事（前列中央左）、
竹田支店長（前列右）
と南河内支店スタッフ

大植副組合長（中央右）、葛城支店長（中央左）
と泉州支店スタッフ

大阪府森林組合の組織図と支店管轄エリア
総代会（250名）
能勢事務所
能勢木材加工センター

理事会（23名）
代表理事組合長

古川

光和

高槻木材加工センター
高槻森林観光センター

監事会（4名）
豊能支店
三島支店
南河内支店
泉州支店

各支店担当 代表理事副組合長

本

店

〒540-0007

常務理事兼参事

氏原

辰野 卓爾
蔵人 敏男
中谷 卓司
大植 嘉郷

三島支店

豊能支店

大阪市中央区馬場町3番35号
Tel 06-4792-4305

高槻事業所

本店

修
総

務

課

泉州支店

総務課長 奥野 豊

ラ・フォレスタ

支

店

業

務

課

業務課長 菅沼 肇
ウッドベースかわちながの

南河内支店
豊

能

支

店

河内長野事業所

・能勢木材加工センター

河内長野市林業総合センター

・能勢事業所

支店長代理
〒563-0352 豊能郡能勢町大里178番地
Tel 0727-34-0125

・豊能出張所

支店管轄エリア
豊 能 支 店： 能勢町、豊能町、箕面市、池田市、豊中市

三

島

支

店

・高槻森林観光センター

支店長 田中 一嘉
〒569-0067 高槻市桃園町2番1号
Tel 0726-74-7407

三 島 支 店： 茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、

・高槻木材加工センター

寝屋川市、門真市、守口市、大阪市、

・高槻事業所

大東市、四條畷市、交野市、枚方市、
東大阪市、八尾市
南河内支店： 柏原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、

南河内支店

〒586-0036 河内長野市高向1818番地の1
Tel 0721-63-0850

州

支

河南町、千早赤阪村、河内長野市

・ウッドベースかわちながの

支店長 竹田 兼三

泉

美原町、松原市、大阪狭山市、富田林市、

・河内長野市立林業総合センター

店

・ラ・フォレスタ
（南河内林業総合センター）

泉 州 支 店： 和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
泉南市、阪南市、岬町、高石市、堺市、

・河内長野事業所

泉大津市、忠岡町、田尻町、熊取町

和泉市出張所、岸和田市出張所、貝塚市出張所
泉佐野市出張所、岬町出張所

支店長 葛城 修平
〒564-0041 和泉市いぶき野3丁目15番45号
Tel 0725-58-2025

なお新組合は、平成14年2月に大阪府森林組合連合会の業務を承継する予定です。

募 集 事 項

大阪府森林組合
ロゴマーク募集のお知らせ

●応募様式は問いません。
●作品によっては、
こちらで一部修正をさせていただく場合があります。

このたび設立された大阪府森林組合のロゴマークを作り、この機関紙をはじ
め、
これから製作するパンフレットや職員の名札にも使いたいと思っています。
そこで大阪しんりんくみあい通信を通じて、みなさんにロゴマーク作品の募
集をさせていただきます。
採用した作品には記念品を進呈。応募期限は12月末日。みなさまのご応募
をお待ちしています。

●応募作品は返却できません。
●採用されたロゴマークの著作権は大阪府森林組合に帰属するものとします。
●作品応募先：
〒540-0007 大阪市中央区馬場町3番35号 大阪府森林組合
ロゴマーク作品応募係 まで

編集後記
●3年間の長期にわたり、合併に携わったので、10月19日の合併当日は感慨
もひとしお。でも休む間もなく業務に追わる日々です（Ｕ）
●電車通勤は久しぶり。朝･夕の混雑にも早く慣れて、実力を発揮したいです（Ｏ）
●大阪全域がエリアになり、やる気充分。大阪の森林(もり)のことなら任せてく
ださい（Ｓ）

●本店勤務になりましたが、今まで培ったノウハウを活かし、がんばります（Ｎ）
●大阪府森林組合連合会の承継を控え、気が抜けない毎日ですが、日々の積み
重ねを大切にしています（Ｈ）
●機関紙の編集は初めて。今後、みなさんの声を編集に活かしたいと思います
ので、
ご意見ご感想をお聞かせください（Ｙ）

大阪しんりんくみあい通信
年2回発行

編集／大阪府森林組合本店

発行人／氏原

修 〒540-0007

大阪市中央区馬場町3番35号

大阪府森林組合

TEL. 06-4792-4305

