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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。

　令和3年度第20回通常総代会が、6月28日(月)に出
席者8名、書面議決権行使者168名の中、東京都農林
総合研究センター（日の出庁舎）研修室において、
新型コロナウイルス予防対策の一環である、手指・
靴底の消毒、入室前の検温を行った後にご入場いた
だきました。午後2時に開会した総代会は、木村代
表理事組合長挨拶に続き、議長に日の出地区総代の
野口修史（のぐち　しゅうじ）氏が選任され、第1
号議案より第8号議案並びに附帯決議までが上程さ
れ、すべての議案が可決承認されました。また、本
年は任期満了に伴う役員の選任を行うことから、第
6号議案で上程し、投開票は各地区の立会人のもと、
開票の結果、原案どおり新役員（新役員紹介欄参照）
が選任されました。
　なお、組合長挨拶の要旨を次のとおり取りまとめ
ましたのでご覧ください。
【序】
　昨年の4月以来、「新型コロナウイルス」の感染拡
大による3度に亘る緊急事態宣言の発出や、「まん延
防止等重点措置」が引き続き適用されている状況下
でのご出席に対し感謝申し上げるとともに、本日総
代会が無事に開催できること、また日頃より当組合
の事業に対するご理解とご協力に対し、改めて御礼

申しあげます。
【景気動向】
　令和2年度における我が国の経済は、新型コロナ
ウイルスの感染拡大により、未曽有の危機に直面し、
対面を前提としたビジネスは総崩れとなり、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ものの、自動
車や半導体関連の製造業には需要の回復傾向が見受
けられました。
【農林水産省（林野庁）、法務省関連】
　こうした中、一昨年4月1日より「森林経営管理法」
の財源として「森林環境税及び森林環境譲与税」が
施行され、既に各地方公共団体に交付されておりま
すが、「森林経営管理法」の運用に関し、関係する
市町村の参加を得て、制度運用等についての協議を
担う「東京都森林経営管理制度協議会」を設立し、
当組合も参画のうえ意向調査の実施に向けての取り
組みをスタートしたところであります。
　一方では、森林組合系統の態勢強化に向け、森林
組合法の改正が成立され、本年4月に施行されてお
り、今後、この改正に向けての対応が求められてま
いります。
　また、少子高齢化や核家族化の進展で、所有者不

「第20回通常総代会」開催報告
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貸借対照表	 （単位：千円）
資産の部 負債資本の部
現 金・ 預 金 234,246 買掛金・未払金 78,733
売掛金・未収金 316,480 預 り 金 9,356
立 替 金 75,487 借 入 金 166,676
固 定 資 産 62,678 そ の 他 175,325
外 部 出 資 74,005 純 資 産 勘 定 520,711
そ の 他 187,905
資 産 合 計 950,801 負債・資本合計 950,801

損益計算書	 （単位：千円）
科　目 R2年度決算

経常収益 946,430
事業収益 925,340
その他収益 11,157
特別利益 9,933

経常費用 915,255
事業費用 744,442
事業管理費 159,500
その他費用 1,295
特別損失 10,018

税引前当期利益 31,175

町村のご尽力により着実に事業を遂行できたことに
対して、改めて感謝申しあげます。
　また、平成28年度に策定いたしました「第三次中
期経営計画」の最終年度目として役職員が一体とな
って組合員の皆様へのサービス向上等の実現に向け
努力してまいりました。
≪令和3年度計画関連≫
　迎える令和3年度は、「第四次中期経営計画」の初
年度の業務行動指針として、「安全第一」並びに「事
務の合理化」と定め、引き続き安定した事業の確保
もさることながら、経費の削減を図りつつ、総代会
配布資料「ACTIVE50」の概要に掲載した計画項目
に基づき各事業を着実に展開してまいります。
　なお、事業の展開に関する五つの基本施策につい
ては、全国の森林系統運動に平仄を併せ、本都が抱
えている地域の特性を配意して計画達成に向けて対
応してまいります。
【五つの基本施策】
■組合員に信頼される組織体制の確立
■人材(財)の確保と育成強化
■関連自治体と連携した森林管理体制の確立
■持続可能な森林整備の確立と木材利用の強化
■都市部との共生とSDGsへの貢献
　以上が、挨拶の要旨です。結びに、出席した総代
の皆様に対し、謝辞が述べられました。

明の土地が社会問題化しており、本年4月には相続
登記や住所変更登記の義務化が盛り込まれた不動産
登記法の改正が可決されております。
【東京都関連（農林水産部）】
≪森林・林業予算≫
　東京都に対しては、昨年の12月に森林・林業に関
する予算要望を小池知事に行い、本年1月には要望
に対する回答を得たところであります。
　特質的な事項としては、「ドローンを活用した低
コスト林業の推進」、「林道災害復旧と治山対策の強
化」、「新型コロナウイルスに対応した安定的な森林
施業の確保」等に対し、新たな予算の確保を図って
いただきました。
　なお、一昨年に要望しました「林業を担う技術者
の育成強化」に関しては、本年度より予算化され「東
京トレーニングフォレスト」の名称で当組合の職員
が講師となり4月より林業技術者の強化に向けてス
タートしております。
【東京都森林組合】
≪令和2年度決算関連≫
　令和2年度の組合の決算は、着実な事業伸長もあ
り、計画値を16百万円増の31百万円という税引き前
利益を確保することができました。
　これもひとえに各事業にご理解とご協力をいただ
きました組合員の皆様方や東京都を含め関係する市

新役員紹介

代表理事組合長 木　村　康　雄
副 組 合 長 山　﨑　靖　代（新任）
専 務 理 事 齋　藤　　　孝（学経）
理 事 小　澤　順一郎
理 事 前　田　善一郎
理 事 野　﨑　三　永
理 事 羽　生　岳　史
理 事 師　岡　宏　文
理 事 井　上　佳　洋
理 事 浜　中　英　治
理 事 冨　田　光　志
理 事 山　下　喜　嗣（新任）
理 事 清　水　芳　明（新任）
代 表 監 事 幡　野　芳　夫
監 事 滝　島　　　克（新任）
監 事 大　野　富　久（新任）
監 事 髙　橋　政　雄（学経）

（敬称略）
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役員退任
〜お疲れさまでございました〜

　6月28日開催の第20回通常総代会において、3名
の方が役員を退任されました。
　永きに渡り、組合運営にご尽力いただき衷心よ
り感謝申しあげます。

お名前（敬称略） 就任期間
野　島　　　勉 平成24年5月	理事就任

中　島　邦　彦 平成14年4月	理事就任
平成30年6月	監事就任

小　峰　望　明 平成24年5月	監事就任

永年勤続表彰

　第20回通常総代会において、以下の職員が表彰
され、表彰楯（7頁に掲載）が授与されました。

氏　　名 部署名
30年表彰 髙　橋　孝　平 森づくり推進部
20年表彰 関　谷　幸　子 総務管理部

新副組合長紹介

　この度、副組合長を拝命致
しました青梅市の山﨑靖代で
す。家業である林業に携わる
ようになって25年になります。
木で例えると、25年生ではま
だまだ成長半ばであり、林業
を初めた頃に植林したヒノキ
も、やっと間伐が終わったと
ころです。林業は大雪や台風に遭いながら木を育
てることの大変さ、そして昔とは比べものになら
ない価格での販売とたくさんの課題があります。
　そのひとつでも課題を解決できるよう、皆様の
ご指導の下、しっかりと務めてまいりたいと思い
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　本日は、東京都森林組合の第二十回通常総代会が
盛会に開催されますことを、心よりお慶び申しあげ
ます。

　ご参集の皆様には、平素より地域の森林・林業の
発展にご尽力いただいておりますことに敬意を表し
ますとともに、私ども全森連の活動につきましても、
多大なご協力を賜っておりますことに厚く御礼申し
あげます。
　昨年は、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。
　そして現在は、感染者数の増加による医療体制の
ひっ迫が憂慮されており、ワクチンへの期待があり
ながらも、ここで押し留めていかなければならない
状況にあります。
　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。
　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、令和二年度から四百億
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方針のとりまとめに
向け系統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

山㟢靖代副組合長

祝辞全国森林組合連合会
代 表 理 事 会 長
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新人職員紹介

髙木 竜馬（たかぎ　りょうま）
　令和3年7月1日より総合企
画部企画グループに勤務す
ることになりました髙木	竜
馬と申します。
　以前は住宅資材全般を取
扱う会社で営業として勤務
しておりました。出身は檜
原村で自然にかこまれた環境で育ちこのような環
境で仕事をしたい思いがあり、お世話になること
になりました。
　今まで経験のしたことがない職種なのでご迷惑
をお掛けすることがあるかと思いますが、これか
ら仕事を覚え一日でも早く皆様のお力になれるよ
うに頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願
い致します。

山本 文歌（やまもと　みか）
　7月1日より入職しました、
山本文歌です。日大の林学科
を卒業して約10年、多摩西部
への転居をきっかけに改めて
森林・林業に携わりたいと組
合職員に加えていただきまし

木製プランターカバーを
多摩動物公園へ

　農林中央金庫（以下、「農林中金」という）CSR
活動の一環として、令和3年7月1日、都立多摩動物
公園に「東京の木・多摩産材」を使用し製作した木
製プランターカバー 31基（大25基、小6基）が寄贈
されました。
　農林中金では、農林水産業の協同組合を基盤とす
る金融機関として、農林水産業の振興や社会への貢
献を目指した国内産材の利用拡大活動の取組んでお
り、東京都での活動においては、製品の企画デザイ
ン、製作、設置等を当組合が行っています。
　今回の寄贈品は、多摩動物公園正門及びウォッチ
ングセンター前のコンクリート製プランターに被覆
したことにより、多
摩産材のスギ材の持
つ温もりのあるプラ
ンターとなり、緑豊
かな動物園の景観に
より一層の調和が図
られました。
　多摩動物公園にご
来園の際は、是非ご
覧ください。

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。
　東京都森林組合におかれましては、木村組合長の
強力なリーダーシップのもと森林組合運動の推進に
精力的に取り組まれ、組合員との強固な信頼関係を
築いてこられました。
　今後におきましても、JForest森林組合綱領の精
神に則り、全系統の範となり運動推進に邁進されま
すことをご期待申しあげる次第です。
　結びにあたり、東京都森林組合、ならびに東京都
の林業の益々のご発展と、関係各位のご健勝を心か
ら祈念申しあげ、お祝いのことばとさせていただき
ます。

　　　令和3年6月28日
　　　　　　　　　　全国森林組合連合会
　　　　　　　　　　代表理事会長　中崎　和久

目録を受け取る東京都東部公園緑地事務所 大道所長㊨と
農林中央金庫関東業務部 福島副部長

た。
　八王子生まれで恩方町へはよく祖父の畑を手伝
いに行き、川遊びもしていました。趣味はクライ
ミングとカラオケ。カマドウマが苦手です。
　頭でっかちにならないよう、経験を積んで精進
いたします。ご指導よろしくお願いします。
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奥多摩中学校職場体験

　当初、令和3年6月3日（木）、4日（金）で計画さ
れた、当組合の職場体験が緊急事態宣言の期間中
のため延期され、同年7月7日（水）、8日（木）の
２日間で実施されました。体験されたのは奥多摩
中学校2年生、池田雅楽（いけだ	うた）さんで、1
日目は奥多摩事業所で組合の概要を、また加工所
で木の種類や活用方法の説明を行うとともに木材
加工の体験を行いました。2日目は小雨降る中、施
業現場で間伐、枝払い等を体験しました。
　池田さんにとって貴重な体験ができた充実した2
日間になったのではないでしょうか。組合では未
来の林業の担い手育成のため、今後も中学生や高
校生の職場体験にご協力してまいります。

1
シカ等による被害から苗木を守る!!
　西多摩地域の山林では、シカやクマなどの野生
動物により、作業員が苗木を担ぎ1本1本植えた苗
木がシカによる食害を受けたり、クマによる木の
皮が剥がされるなどの被害が増加しています。
　こうした中、この春「市町村森林整備計画（市町
村が作成する森づくりに関する計画）」の改定があ
り、野生動物による被害を防ぐために対策すべき森
林（鳥獣害防止森林区域）のエリアが広がりました。
これまでは、奥多摩と青梅の一部の地域のみでした
が、これからは西多摩地域の大部分が対象となりま
す。対象エリアで伐採し苗木を植え付ける時は、次
のような対策をする必要があります。
　①シカ柵や保護ネットなどを設置する
　②捕獲する
　③動物や被害の様子を観察する　など
　当組合でも、「森林経営計画」（山林の手入れの
計画）にシカ柵設置の予定を入れ、苗木を植え付
けた森林には、シカの食害から苗木を守るために
植栽地をぐるりと１周ネットを張っています。そ
うした個所では防護ネットに守られて、苗木はす
くすく育っていきます。
　ネットの中と外では、木や草の育ち具合がずい
ぶんと異なります。見かけたときはのぞいてみて
ください。

シカ柵の設置状況
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2
ナラ枯れにご注意を!!
　最近、都内の公園や雑木林でコナラが枯れる被
害が出てきています。
　原因は、カシノナガキクイムシという体長が
5mm前後の小さい虫で、主にコナラやミズナラ、
シイ類の幹に侵入し、木の中に持ち込んだナラ菌
を育てて幼虫のえさとしますが、その際に木の細
胞を死なせてしまい、木は水を吸い上げることが
できなくなり、やがて枯れてしまうのです。
　カシノナガキクイムシは冬を越して木の中で成
長し、6月に成虫が出て他の木に侵入します。侵入
する際に、幹につまようじの先端が刺さるほどの
大きさの穴が空き、根元に白く細かい木くず（フ
ラス）が積もります。
　1本の木に多数のカシノナガキクイムシが入るこ
とが多いので、被害木の幹まわりにはフラスがた
くさん出て根元に積もります。
　被害木は3割から5割ほど枯死してしまうため、
森林への影響も心配されます。この季節に葉が枯
れている、または根元が木くずだらけのコナラに
ついて今後も注視していく必要があります。

森林
も り

贈 1りものからの
秋川林務出張所の新庁舎に入口看板と
Eメイクパーテーションを納品
　令和3年5月26日に東京都森林事務所秋川林務出
張所が当組合事務所道路を挟んだ北側への移転に
伴い、同事務所の依頼を受け入口看板と執務室用
のEメイクパーテーションを納品いたしました。
　看板には檜の一枚板を使用し、迫力のある仕上
がりとなっています。道路からも目立つ場所に設
置され、新庁舎への道しるべとして活躍していま
す。また、Eメイクパーテーションは執務室に8パ
ネル納品いたしました。檜の木目とアクリル板が
交互に並ぶパーテーションで室内を明るく彩って
います。
　今後とも屋内屋外問わず多摩産材製品の供給を
進めて参ります。

森林
も り

贈 2りものからの
永年勤続表彰楯やアルコールスタンドを
多摩産材で製作
　第20回総代会において、多摩産材を使用した新
たな製品を披露いたしました。
　1つ目は永年勤続表彰の楯です。多摩産材杉の額
縁にあきる野ふるさと工房の「軍道紙」で作られ
た表彰状を挟み込んだ製品となっています。
2つ目は会場へ入る際に行う指先消毒用のアルコー
ルスタンドです。ペダルを踏むとアルコールを噴
射できる非接触タイプの製品です。
　賞状は日本間の鴨居に飾られていましたが、現
代ではその日本間が無くなるなど現在の生活様式
にあったニーズに合わせた製品やコロナ関連など

カシノナガキクイムシカシノナガキクイムシ



東京都森林組合ニュース〈杣のみち〉　№53　2021.7 （7）

の製品を日々考案しています。
　こうした製品のご相談がございましたら是非ご
連絡ください。

お買い得情報

　森林組合本所（東京都西多摩郡日の出町平井27	
59）にて平日のみお取り扱いしております。
　在庫に限りが有りますので、お問い合わせのう
えでお越しください。（電話：042-588-7963）

❖スパイク地下足袋 山林21
　傾斜地での草刈り作業等に最適な地下足袋です。

組合特別価格……………… 3,500円（10%税込）
※	サイズによって在庫が無い場合があります。事
前にお問い合わせください。

❖パワー森林香・携帯防虫器
　広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、
農作業に最適です。渦が太めなので専用の携帯防
虫器と共にお使いください。

組合特別価格
パワー森林香（30巻入）……1,300円（10%税込）
携帯防虫器…………………1,000円（10%税込）

❖ハチ用殺虫剤
【ハチアブジェット】
最大11m強力噴射。速効性と致死効果にすぐれ、ハ
チの巣退治も簡単にできます。
【ハチノックS・L】
携帯に便利で使い方も簡単なエアゾールタイプで
す。噴射距離は約3mと強力。小型軽量なハチノッ
クSもあります。

組合特別価格
ハチアブジェット… …………1,000円（10%税込）
ハチノックL… ………………2,200円（10%税込）
ハチノックS… ………………1,200円（10%税込）

賦課金の納入について
　令和3年度の賦課金の払込取扱票を、7月31日にお送りさせていただきます。お手数ですが8月末日
までにお納めくださいますよう、よろしくお願いいたします。
　すでに口座振替を申込みいただいている方につきましては、引落し日のご案内を送付いたします。
　組合員の皆様から納入いただきました賦課金については、広報誌の製作費および発送代、ホームペ
ージの管理料、法務・税務相談会費用等、有効に活用させていただいております。ご理解のほどよろ
しくお願いいたします。
　なお、来年度以降、口座振替へ変更をご希望される場合は、組合までご連絡ください。申込書類を
お送りいたします。この機会に是非ご検討ください。

お問い合わせは総務管理部まで　☎042－588－7963
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日付 行事 場所
8月5日㈭～
6日㈮ 安全パトロール 施業現場各地

8月24日㈫
～26日(木)

Tokyo Tokyo ALL 
JAPAN COLLECTION

（オリ・パラ関連事業）

東京スポーツスクエ
ア(千代田区丸の内）

9月30日㈭ 令和３年度現物監査 東京都森林組合本所
ほか各部署

10月5日㈫ 第４回理事会 東京都森林組合本所

10月28日㈭ 第29回JForest全 国 森 林
組合大会

メルパルク東京(港
区芝公園)

8月～ 10月の組合関係行事（予定）

　「潮目の変わり」を感じている。世間では、コ
ロナによる暗く不安な状況が続いている中、ワ
クチン接種が進み始め、オリンピックムードも
高まってきて、明るい兆しが見えてきた。
　森林組合もNHKの朝ドラや「ウッド・ショッ
ク」による国産木材の見直しに関連して脚光を
浴びることになり、テレビ撮影を受けることが
あった。
　巡り合わせたチャンスを一時的な「入れ食い」
で終わりにせず、より多くの人たちに森林につ
いて深く関心を持ってもらえるように活かし、
林業のSDGs達成につなげたいと思うのである。

（H.T）

編 集 後 記

原木市場だより 
多摩木材センター協同組合（令和3年7月）

　3度目のウッドショックに、国内の林業・木材業
界、住宅業界は危機感をつのらせています。多摩
木材センターの市売りでは、この3か月間で、スギ
3m材の16 〜 18㎝の柱適寸材と中目材（20 〜 22㎝、
24 〜 28㎝）の価格が約4割から5割値上がりしてい
ます。ヒノキ3m材では、柱適寸材が倍近い値上げ、
中目材が4から5割の値上がりです。

（直近市売りの実績）
4月9日 4月26日 5月10日 5月25日 6月10日 6月25日

売上金額
（千円） 7,012 10,424 9,136 11,026 13,907 10,752

取扱量
（㎥） 660 895 705 866 965 820

平均単価
（円/㎥） 10,620 11,644 12,956 12,729 14,415 13,111

（直近の市売りのスギ・ヒノキの平均単価と取扱量）
4月9日 4月26日 5月10日 5月25日 6月10日 6月25日

スギ
（円/㎥）

9,981
412㎥

10,913
552㎥

10,701
424㎥

11,536
544㎥

13,329
644㎥

11,721
538㎥

ヒノキ
（円/㎥）

14,325
160㎥

15,350
225㎥

19,209
203㎥

17,503
230㎥

20,412
213㎥

19,787
177㎥

（ヒノキ3m材の16・18㎝の市売単価の推移　単位:円/㎥）
3月25日 4月9日 4月26日 5月10日 5月25日 6月10日 6月25日

12,151	 15,402 22,809 23,457 23,743 29,046 23,089

組合員の皆さまへ

【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、相続が発生した。
事例２：	組合への届出住所が転居により変更した。
事例３：	売買等により、所有山林の面積が増減した。

【森林保険で自然災害リスクに備えませんか】
　近年猛烈な雨の発生回数が増加傾向にある中、ひ
とたび災害が起きれば損失は大きなものとなります。
財産である森林について、少ない費用で大きな損害
に備えましょう。

＊森林保険のメリット＊
・	台風や集中豪雨、火災など万が一の災害に備える
ことができます。
　	森林保険は、森林についての火災、気象災、噴火
災による損害を総合的に補償するもので、森林所
有者が自ら災害に備える唯一のセーフティーネッ
トです。

・ご希望に沿ったスタイルでご契約いただけます。
　	保険金額（契約金額）及び保険料は、樹種、林齢、
契約面積、契約期間等によって異なります。
※	保険金のお支払い対象となる災害は、火災、風害、
水害、干害、凍害、潮害、噴火災の8つの災害とな
ります。地震による損害、病虫害は保険の対象外
となりますのでご注意ください。

※新型コロナ感染対策状況により上記日程が変更となることがあります。

お問い合わせは総務管理部まで
☎042－588－7963


