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当組合は持続可能な開発目標（SDGs）
に取り組んでいます。
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謹んで新年のお慶びを申しあげます。
日頃より組合員の皆様並びに関係各位におかれましては、当組合の業務運営につきまして特段のご支援、
ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
昨年は、7月に大雨が続き梅雨寒になりましたが、後に「令和2年7月豪雨」と命名された大雨は、1946年
の統計開始以降で最多を記録したとのことであります。
一方では、昨年の1月中旬に国内初の新型コロナウイルスの感染者が確認され、その後の感染拡大により、
4月には「緊急事態宣言」が発出され、日本経済は未曽有の危機に直面しました。
対面を前提としたビジネスは総崩れの様相を呈し、東京オリンピックの延期で関連需要も消滅し、イン
バウンド増を期待した産業は大打撃を受けた年となってしまいました。
当組合では、感染予防対策を確実に実施するため、定期的にリスク管理委員会を開催し、最新の情報を
精査のうえ、組合としての指針を各職員に対し徹底を図ってまいりました。
この様な状況下、例年実施しております総代会につきましても、
感染予防の観点から開催につきましては、
総代の方々の安全を確保するため、書面議決を基本に1か月延長する等異例の総代会の開催となりました。
また、例年、秋に実施しております各地区の産業祭等も軒並み中止となり、組合事業を理解してもらう
絶好のチャンスを失うこととなりました。
しかしながら、一方で明るい話題もありました。平成26年12月3日に打ち上げられた小惑星探査機「はや
ぶさ2」は、地球から約3億㎞離れた小惑星「リュウグウ」に平成30年6月に到着し、その後、様々なミッシ
ョンを行い、昨年の12月6日に地球（豪州の砂漠）に無事帰還しました。
「はやぶさ2」のカプセルには黒い
砂粒が採取され、地球の水や生命の起源に迫ることができるなど、大きな夢が更に広がりそうです。
さて、迎えます丑年の本年は、コロナ禍の動向が最大の関心事でもあり、社会や経済の行く末に大きく
関係してくるのは確実であります。事態が変化しても牛のように慌てることもなく腰を落ち着ける機会と
捉えることも寛容かと思います。そして順調にいけば年前半頃からワクチン接種がスタートし、コロナ収
束の素地が整うものと思われますが、一日も早い収束を願うものであります。
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令和元年にスタートしました森林経営管理制度による森林所有者の意向調査に向け、東京都を主体に関
係市町村及び当組合の8団体による「東京都森林経営管理制度協議会」が発足し、本格的な取り組みを行う
体制が整いましたので、今後、組合員皆様方に対してのお力添えができるよう対応してまいる所存であり
ます。
また、平成28年度に策定した第三次中期経営計画は、令和2年度が最終年度となることから、次期中期経
営計画の策定に向けて現在検討を進めております。
基本的な方向感といたしましては、第三次中期経営計画で策定したグランドデザインをベースに、地球
温暖化の影響による豪雨災害の多発、ウィズコロナとも言われる新たな生活様式、更には、シカの食害に
よる森林被害の増加、低コスト林業への取り組み、林業におけるデジタルトランスフォーメーションの導
入等、様々な課題が山積しております。
この様な状況を踏まえ、先ずは目的達成に向けての行動を起こすことであります。様々な課題に対し果
敢に挑戦し、実現可能な目標を定めることであります。そして情報を有効活用し、木材を利用することに
よる組合員所有山林の価値を高め、更には職員の教育には従前以上に力を注いで組合員皆様方の負託に応
えることを計画の柱としておりますが、中期経営計画の策定に際しては、全国森林組合連合会が策定する
次期森林組合系統運動にも平仄を併せ検討を進めてまいります。
一方、予てより課題となっております、不在所有山林や共有林等につきましては、現在、法務省の法制
審議会における「民法・不動産登記法部会」にて検討が行われており、早ければ、本年1月からスタートし
ます通常国会での議論が始まるとの見方もあり、その行く末に期待が集まるものと推察いたします。
特に、相続登記の義務化や共有関係にある所有者不明土地の利用等が主なテーマとなっております。
この件につきましては、「杣のみち」やホームページ等により随時、情報をお繋ぎしていく所存でありま
す。
最後に、当組合の業務運営への引き続きのご支援とご協力をお願い申しあげますとともに、本年が組合
員皆様並びに関係各位の皆様方にとって幸多き素晴らしい年となりますようご祈念申しあげ、新年のご挨
拶といたします。

令和3年年頭御挨拶

全国森林組合連合会
代表理事会長

村

松

二

郎

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
平素は、弊会の業務運営につきまして特段のご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年は、何と申しましても新型コロナウイルス（COVID-19）の世界的な感染拡大という、全く予期しな
かった事態に苛まれた一年となりました。
未知のウイルスによる健康被害と、感染拡大を防ぐための活動自粛措置による経済的打撃という先行きの
見えない二重苦に直面するとともに、日常生活や社会活動の在り方も一変してしまいました。
この困難な中、皆様には森林組合系統の事業活動継続のため、ご支援、ご尽力をいただきましたことに厚
く御礼を申し上げます。
残念ながら今もって感染の収束は見通せませんが、この正念場を森林組合系統の結束で乗り越えていかね
ばならないと考えています。
そして、ウィズコロナということで、十全に感染予防に努めながら、必要な取組は進めていかなければな
りません。
森林経営管理制度の着実な推進に向けては、地域の森林管理主体である森林組合系統が中心となって取り
組んでいく必要があり、令和2年度から400億円に増額された森林環境譲与税を地域林業に有効に活用するた
めにも、市町村と連携しながら森林所有者への意向調査や、意欲と能力ある林業経営者への登録を進めてい

東京都森林組合ニュース〈杣のみち〉 №51

2021.1

（3）

るところです。
一方で、林道や路網の整備は未だ遅れており、こうした林業生産基盤を早急に整えていく必要があるほか、
境界不明や所有者不明森林の増加に対し、ICT技術の活用も含めた林業イノベーションを進め、林地情報の
活用による施業の集約化・効率化が求められるとともに、伐って、使って、植えて、育てるというSDGs時
代に即した国産材利用の拡大も必要です。
こうした中、昨年、森林組合法が改正され、森林組合系統の経営基盤強化に向け、合併以外の事業譲渡・
吸収分割・新設分割といった多様な連携手法が導入されることとなったほか、正組合員資格の拡大や業務執
行体制の強化策が講じられることとなりました。
現在、次期森林組合系統運動の基本方向のとりまとめに向け協議を進めているところですが、様々な施策・
制度を活用しながら、森林組合系統の基盤強化や販売事業の強化等に向け、積極果敢な運動を展開していき
たいと考えています。
また、近年、大規模災害が常態化しつつありますが、森林組合系統においても7月豪雨災害や9月の台風災
害などにより、甚大な被害が発生いたしました。
被災地においては、今なお、懸命に復旧・復興を進めていただいているところですが、被災系統への支援
募金活動につきまして、大変多くのご厚志をお寄せいただきましたことに、改めて感謝を申し上げますとと
もに、事前防災、減災に向けての緑の国土強靭化を強く推し進めていかなければならないと考えます。
さて、弊会は先月、事務所を千代田区鍛冶町に移転いたしました。
これを機に、森林組合系統の発展と我が国森林・林業の振興に向け、役職員一同、より一層精進する所存
でございますので、今後とも、倍旧のご指導、ご支援、ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
結びに、コロナ禍が一日も早く終息し、本年が皆様にとって幸多き一年となりますよう祈念申し上げ、新
年のご挨拶といたします。

令和3年度 小池東京都知事への林業関係予算要望
令和2年12月17日（木）に東京都庁第1庁舎7階に
おきまして、当組合の木村組合長を始め、
（一社）
東京都森林協会冨田事務局長、東京都治山林道協会
柴田専務、当組合の天沼部長代理、久保嶋の5名で、
小池東京都林知事へ令和3年度林業関係予算要望書
を提出し、木村組合長より説明を行いました。
例年、10名程度で要望してまいりましたが、今回
は新型コロナウイルス感染により、密を避けるため
小人数での要望となりました。
新型コロナウイルスの終息はまだまだ見えない中、森林を管理していくためには、50年100年の長い期間
が必要であり、そのための人材確保や育成は必要不可欠であるなどを要望してまいりました。

都心と村をつなぐ森林(もり)づくり

檜原村内には、現在「中央区の森」と呼ばれる森が3か所あります。数馬地域と南郷地域に2箇所、そのう
ち南郷地域の2箇所を当組合が施業を進めてまいりました。
この「中央区の森」は、檜原村が所有する森林を、中央区と協定を結び、
「現在の人工林を檜原村本来の
自然豊かな森に戻し（広葉樹化）
、さまざまな人が集まり、
『またこの森に来たい！』と思う森をつくる」こ
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とを目標に、中央区が主体で森林整備を行っており
ます。
組合における森林整備は、平成24年4月にスター
トし、人工林において間伐を実施し、その間伐材を
搬出後、広葉樹の苗を植栽し、広葉樹化を図る内容
となっております。
搬出した木材は、ベンチやテーブル等に加工し活
用されています。平成31年度から南郷地区のもう一
つの森である矢沢地区がスタートし、今冬、スギと
サワラの間伐を実施しその間伐材を搬出いたしまし
中央区の森
た。
森林環境譲与税がスタートし、すべての区市町村に交付される中、今後、森林を持たない区市町村の活用
事例として広く紹介してまいります。

東京の森林の再生のために

森林は、木材生産機能はもとより、水源涵養、土砂災害の防止、二酸化炭素の固定、酸素の供給など多様
な役割を果たしており、都民共有の財産となっております。
この様な背景から、東京都では、
「森林再生事業」として、平成14年より西多摩地域及び八王子市のスギ、
ヒノキ林の間伐や枝打ち施業を各市町村に委託し実施しております。
当組合においても、これまで組合員の皆様のご協力をいただき事業の円滑な推進に努めております。
再生間伐：森林所有者と東京都の間で25年の協定を結び、その間に2回の間伐施業を行う事業。
再生枝打：1回目の間伐作業終了後5年経過した森の70％を枝打する事業。
森林の手入れ等でお困りの方は、当組合まで
ご連絡ください。
問合せ先：森づくり推進部 ☎042-588-7963

再生間伐

再生枝打

東京都森林経営管理制度協議会の設立について
令和元年度より国の森林経営管理制度が施行され、本制度では経営管理が行われていない森林について、
市町村が森林所有者の委託を受け経営管理を行うことや意欲と能力のある林業経営者（東京都では5事業者
が登録され、当組合も登録事業者となっております。
）に再委託することにより、林業経営の効率化と森林
管理の適正化を促進する内容となっております。
本制度の導入に伴い、東京都及び関係市町村が連携し、制度運用等協議を担う「東京都森林経営管理制
度協議会」が令和2年11月16日に設立いたしました。
本協議会の参画団体として、東京都、八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町と
ともに、当組合も協議会委員及び実務担当者として、参画しております。
また、当組合は令和2年度の協議会事務局業務の一部について、協議会と業務委託契約を令和2年12月4日
に締結し運営を進めております。
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法務・税務相談会を実施しました
組合員サービスの一環として、12月4日(金)午前
11時より、当組合本所（日の出町）において、組
合員を対象とした当組合の顧問弁護士である波多
野曜子氏と、顧問税理士である五ノ井秀典氏によ
る法務相談と税務相談を同時に開催いたしました。
また、法務・税務相談と同時に、所有されてい
る山林についての疑問等の相談も行うことができ、
組合員皆様の一助になったものと思います。
今後も内容を充実し開催してまいります。
法務相談

税務相談

奥氷川神社の三本杉を守る木柵を納品
奥多摩町にある奥氷川神社、その本殿の脇にそびえる三本杉は伝承樹齢700年の杉とも云われる「東京都
指定天然記念物」であります。
昨年、その御神木を守る金属製の柵の改修工事が行われ、工事の一部として木柵の製作を受注いたしま
した。
木材には高耐久のクリア塗料を塗し、木材本来の
色味に光沢が加わり、大変綺麗に仕上げることがで
きました。歴史ある文化財保護に地元の木である多
摩産材を用いることができました。これからも歴史
や文化を守り、多摩産材を活用し地域に貢献できる
活動に取り組んでまいります。
奥氷川三本杉
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新型コロナウイルス感染症注意喚起看板を高尾山へ納品
東京都多摩環境事務所事業より発注された高尾
山周辺の歩道整備の一環として、東京の人気観光
スポットである高尾山に新型コロナウイルス感染
症予防対策の注意喚起を促す看板を製作し設置い
たしました。
木の色味が景観に溶け込み、大自然の雰囲気を
損ねることなく、優しく注意喚起を促せる看板と
なりました。
今後も、本製品のように社会情勢のニーズに合
った製品開発を進め、皆様の安全や健康にもお役
に立てる仕事を推進してまいります。

令和2年度

大森 俊介氏

高尾山周知看板

役員及び職員のコンプライアンス研修会を開催

中川 史好氏

10月19日（月）当組合本所におきまして、職員を対象としたコ
ンプライアンス研修を実施いたしました。講師にはりそな総合研
究所㈱コンサルティング部の大森俊介（おおもり しゅんすけ）
氏により、
「持続可能な開発目標（SDGs）
」についての講義が行
われました。
12月3日（木）には役員を対象に、農林中央金庫関東業務部中
川史好（なかがわ ふみよし）部長代理により、
「コンプライア
ンス態勢の強化について～リスクマネジメント～」というタイト
ルで「①コンプライアンス全般」
、
「②役員の役割」
、
「③森林組合
系統に求められるコンプライアンス」
、
「④リスクマネジメント」
についてのコンプライアンス研修を行いました。

杣のみち第50号記念クロスワードパズルクイズの答え発表
先号のクロスワードパズルクイズに沢山のご応募をいただき誠
にありがとうございました。正解は「マ・ツ・タ・ケ」でした。
厳選なる抽選の結果、3名の方にプレゼントを贈呈いたしました。
なお、当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきま
した。
組合では、今後もこのような企画を考えてまいりますので、ご
期待ください。
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多摩木材センター協同組合（令和3年1月）

令和3年が始まり、1か月がたちました。今年もよろしくお願いいたします。
昨年は、新型コロナウイルスに翻弄された年で、新しい生活様式の提案があり、今までとは違う生き方を
考え、行動させられた一年でもありました。
コロナの収束と平穏な日常に戻ることを心より祈るばかりです。
さて、令和2年度の多摩木材センターの市売りは、これまで比較的順調に開催され、1回の市売りの平均取扱
量は約714㎥で前年度の645㎥を上回っています。
木々が目覚める春が近づいています。木材業界の一層の飛躍を祈念するとともに、多摩木材センターの使
命をしっかりと果して行きたいと思います。
（スギ、ヒノキの売上げ平均単価と取扱量）
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組合員の皆さまへ
【賦課金の納入について】
令和2年度の賦課金の納入につきましては、昨年の8月末に、組合員の皆さまに納入のご案内をご送付させ
ていただきました。
既に納入されました組合員の皆さま、大変ありがとうございました。
しかしながら、昨年の12月末現在で納入されていない組合員の方もおられますので、ご確認の程宜しくお
願いいたします。
未だ、納入がお済でない方がおられましたら、お早目の手続をお願い申しあげます。
なお、組合員の皆さまから納入されました賦課金は、年4回発行の広報紙「杣のみち」やホームページの製
作費、郵送費等に有効に活用させていただいております。
口座振替は、一度手続を行えば、毎年、自動的に金融機関の口座から振替され、都度、窓口に出向く必要
のない大変便利なシステムです。この機会に是非、口座振替に変更されますようご検討ください。
【各種変更手続について】
組合員の皆さまの中で、組合への各種の届け出に変更が生じているケースが見受けられ、組合からの重要
なお知らせが届かなくなり、大切な所有山林の管理等に支障をきたす恐れがあります。
つきましては、次のような事例の場合、組合までご連絡をお願いいたします。
事 例1：組合員【名義人】が死亡し、相続が発生している場合
事 例2：組合への届出住所が転居により変更している場合
事 例3：売買等により、所有山林の面積が増減している場合
【森林保険への加入推進について】
近年の自然災害の増加傾向を受け、台風や山火事等の災害による森林被害に対し、貴重な財産であります
森林を少ない費用で大きな損害に備えましょう。
森林保険は、森林所有者の声により誕生した公的な保険制度で、森林の災害に備える唯一のセーフティネ
ットです。
上記の3点について、ご不明な点等がありましたら組合までお気軽にご相談ください。
問い合わせ先：総務管理部 ☎042－588－7963
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2月〜 4月の組合関係行事（予定）
日付

行事

2021.1

場所

2月17日
（水）木材利用部会

東京都森林組合本所

3月５日
（金）第５回理事会

東京都森林組合本所

3月17日
（水）森林整備部会

東京都森林組合本所

3月31日
（水）現物監査

東京都森林組合本所他

4月16日
（金）経営管理部会

東京都森林組合本所

新年を迎え、子年から丑年となった。ウシというと十二支の
動物の中でも最も動きが緩慢で決して先を急ごうとしないマイ
ペースなイメージである。
十二支では2番目であり子年に蒔いた種が丑年に芽を出す
成長の時期とされ、将来に向けての慎重に進める大事な段階
であり、まさに我慢の時間でもある。
新型コロナは、長い間自粛ムードの期間が続いているが、
自分自身に「もう少し我慢」と言い聞かせ、ウシのように着実
に一歩ずつ前に進んで行くこととしたい。
（M.T）

