
事業報告１

令和２年度事業報告及び収支決算の報告について

１．事業報告（その他の主要な事業）

(1)図書売り上げ・広報事業

会員及び林業関係者等に対し森林・林業・森林整備に関する知識や技術の

普及を図るため、次のとおり情報の提供を行った。

①林業関係の普及啓発図書の斡旋及び林業情報誌の配布

○全国林業改良普及協会機関誌「現代林業」の斡旋及び販売

会員等に対し、約110冊を斡旋販売。

○「林業普及双書」など林業関係図書の斡旋及び販売

公益社団法人徳島森林づくり推進機構、単位森林組合をはじめ、徳島県総

合県民局、企業など12団体、個人に対し、林業図書約820冊を斡旋販売。

②ネットショッピングを活用した木製容器による普及活動

企業や林研グループと協力し、卓上観葉植物「セラハイト」の容器や下敷等

を徳島県産材で製作し、ネット通販による普及・販売活動を実施する事業。

令和2年度、協力企業からの要請がなく販売には至らなかった。

③県内林業広報誌の編集及び発送

広報誌「林業とくしま」の編集及び発行 ５２５部

年４回発行 Ａ４版 ２０ページ

主な配布先として、徳島県林業改良普及協会会員、徳島県スマート林業課、

徳島森林づくり推進機構、徳島県林業研究グループ連絡協議会等へ配布。



(2)徳島県林業研究グループ連絡協議会の事業

①県内林業研究グループコンクール

林研グループの減少及び活動低調化により、コンクールへの参加希望及び

推薦が無かったため、県内コンクールは実施を見送った。

②中国・四国ブロック林業グループコンクールへの参加

昨年度、県内コンクールの実施を見送ったため、各県民局等からの推薦によ

り徳島市、鳴門市、板野郡を中心に活動をしている「AWAスミット実行委員会」

が参加した。

なお、令和2年度は島根県での開催が予定されていたが、新型コロナウィル

ス感染症対策を踏まえ、書類審査となった。

書類審査日

と き 令和2年9月30日

審査委員 審査委員長 島根県農林水産部林業課 松浦課長

審査委員 林野庁、一般社団法人全国林業改良普及協会、

全国林業研究グループ連絡協議会

発表団体 AWAスミット実行委員会

テ ー マ 炭の普及と利用～未来へ続く里山林整備～

【参考】

最優秀賞 大洲市女性林業研究グループ（愛媛県）

次 点 仁多郡林業研究グループ（島根県）

③令和2年度全国林業グループコンクールWebでの開催

Web会議システムzoomを使用し、リモートによるコンクールを開催する。

徳島県では、令和2年度は2か所においてリモートにより参加をした。

と き 令和3年3月4日（木）13：30～16：50

ところ 徳島県木材利用創造センター「林業人材育成棟」徳島市南庄町5丁目1-9

海陽町役場 海陽町大里字上中須128番地

発表グループ

岩手県 一関地方森林組合室根婦人部 はなみずきの会

福井県 一般社団法人安養寺薪割り倶楽部

山梨県 NPO法人自然とオオムラサキに親しむ会

三重県 熊野林星会

愛媛県 大洲市女性林業研究グループ

宮崎県 諸塚村林業研究グループ会議



④全国林業研究グループ連絡協議会助成事業の実施

○令和２年度多様な担い手育成事業（高校生等の林業就業促進支援）を実施。

実施団体：かみやま林業振興会

事業内容：地元の高校生を対象に現地での間伐体験学習や高性能林業

機械の現地研修を開催し林業に対する知識や技術の習得を図る。

○林業グループ活動等への支援を実施。

実施団体：野根川の自然と水資源を守る会

事業内容：他団体等と連携し水資源の造成及び土砂流出防止策として

広葉樹の植樹を実施。

⑤各種公募事業の情報提供及び支援

緑の募金による「森林づくり交付金事業」の情報を提供し、1林研が実施。

○実施団体：西井川林業クラブ

事業内容：みんなの森造成事業 憩いの森林づくり事業

(3)受託事業

①徳島県からの受託事業

森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業（安全対策等委託事業）

森林・山村多面的機能発揮対策交付金を活用する地域活動組織に対して、林

業を本業としない地域住民等による森林保全活動が安全に行われるよう、技術

の向上や作業の安全衛生を確保するための特別教育の受講及び補講支援と、情

報提供を実施した。

ア 安全講習事業

動力付き機械（刈り払い機やチェーンソー）の使用時に必要となる安全

衛生教育の実施。

林業木材製造業労働災害防止協会徳島県支部が主催する伐木等の特別教

育修了者に対する補講及び安全衛生教育等修了書所得のための特別教育の

受講に対し、受講料の一部を支援した。

○刈り払い講習会

と き と こ ろ 受講者

第1回 令和2年 6月29日(月) 那賀町林業ビジネスセンター 1名

第2回 令和2年 8月 4日(火) 阿波海南文化村 5名

第3回 令和2年 8月26日(水) 三好市池田総合体育館 1名



〇チェーンソー講習会（補講）

第1回 令和2年 6月26日(金) 那賀町林業ビジネスセンター 3名

第2回 令和2年 8月 6日(木) 那賀町林業ビジネスセンター 5名

第3回 令和2年 8月20日(木) エコみらいとくしま 1名

〇チェーンソー講習会

第1回 令和2年9月15～17日(2.5日) 那賀町林業ビジネスセンター 2名

計7回開催18名が受講された。

イ 情報提供等事業

森林・山村多面的機能発揮対策交付金を活用する地域活動組織に対し、

今後施行される労働安全衛生規則改正の内容及び関係機関が公表する伐木

作業等安全衛生にかかる様々な情報提供を行った。

〇安全だよりの発行

VOL.1「新しい生活様式」における熱中症予防行動

VOL.2 新型コロナウィルス感染症の感染拡大の防止に関する条例の制定

VOL.3 中高年齢者による里山林整備作業の安全・衛生について

〇普及協会書籍案内

新刊：「読む」植物図鑑、伐木のメカニズム、木材生産技術の原理・原則

地域の未来・自伐林業で定住化を図る

など、活動組織に対して意義のある書籍を案内する。

２．法人会計

(1)会員への広報誌の配布

(2)会員への林業関係図書の斡旋及び販売

(3)森林、林業、木材産業等の分担金等



３．庶務事項

(1)会議事項

①総 会

開 催 出 席 審議事項等

年月日 者 数

R2. 会員総数 報告事項1 平成元年度事業報告及び収支決算の報告について

5.22 216名 2 令和２年度事業計画及び収支予算の報告について

出席者 決議事項

7名 第1号議案 令和２年度特別会費及び普通会費の決定について

議決権の行使 第2号議案 役員の選任について

139名

②理事会

開 催 出 席 審議事項等

年月日 者 数

R2. 理事総数 みなし決議理事会の開催

4.30 14名 第1号議案 令和元年度事業報告及び収支決算の承認について

監事2名 第2号議案 令和2年度第49回定時総会の招集について

第3号議案 令和2年度第49回定時総会への提出議案及び報告

事項について

そ の 他

R3. 理事総数 みなし決議理事会

3.9 14名 報告事項 令和2年度事業の報告（見込み）

監事2名 決議事項

第1号議案 令和2年度事業計画及び収支予算の変更の承認

について

第2号議案 令和3年度事業計画及び収支予算の承認について

第3号議案 令和3年度資金調達及び設備投資の承認について

そ の 他

③監 査

開 催 出 席 審議事項等

年月日 者 数

R2.4.21 松家監事 令和元年度（平成31年4月1日～令和2年3月31日）の

4.24 亀井監事 会計及び業務執行状況について

(2)会 員

①会員の増減について （単位：人）

区 分 R2.3.31 減 増 R3.3.31

特別会員 24 0 0 24

普通会員 182 21 9 170



４．令和２年度事業実績

【主な事業】 （単位:円）

区 分 変更予算額 決算額 内 訳

図書売り上げ・広報事業 2,031,199 2,081,608

○普及啓発図書の斡旋及び 1,226,199 1,292,708 ・「現代林業」の斡旋及び販売

林業情報誌の配布 ・林業関係図書の斡旋及び販売

○当会発行の県内林業情報誌の 805,000 788,900 ・広報誌「林業とくしま」の

編集、広告掲載依頼及び発送 編集及び発行

徳島県林業研究グループ 706,574 699,714 内 訳

連絡協議会

○県内林業研究グループコ 191,574 184,714 ・県内林研グループの活動発表

ンクールの開催ほか、啓発 会ほか、会員への広報誌配布及

事業等 び中央団体交付金、各種林業団

体の支援

○中国、四国ブロック林業 0 0 ・「AWAスミット実行委員会｣

グループコンクールへの参加 が参加を予定していたが、コロ

ナ禍により、書類審査となった。

○全国林業グループコンク 0 0

ールへの参加

○全国林業研究グループ連 515,000 515,000 ・多様な担い手育成事業の実施

絡協議会助成事業の実施

受託事業 600,000 600,000 内 訳

○森林・山村多面的機能発 600,000 600,000 ・安全対策等委託事業

揮対策交付金事業（徳島県）

【法人会計】 （単位:円）

区 分 変更予算額 決算額 内 訳

管理費 989,854 935,356 ・会員への広報誌配布及び中央団体

交付金、各種林業団体の支援

（単位:円）

合 計 4,327,627 4,316,678


