
東京都森林組合ニュース〈杣のみち〉　№54　2021.10 （1）

〒190‒0182　東 京 都 西 多 摩 郡 日 の 出 町 平 井 2759
TEL：042-588-7963　FAX：042-597-5263
info@tokyo-sinrin.com　http://www.tokyo-sinrin.com
発行人：木村康雄　発行所：東京都森林組合　発行日：令和３年10月

54
第

号

東京都森林組合ニュース

杣のみちそ
ま

当組合は持続可能な開発目標（SDGs）に取り組んでいます。

　東京都主催の東京の産業等の魅力発信イベント
（Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTION）が、
2020東京オリンピック・パラリンピック開催期間中
を含む、令和３年７月19日から９月５日までの間、
ＪＲ有楽町駅前の東京スポーツスクエアで開催され
ました。当組合では、開催期間のうち、８月24日か
ら26日までの３日間出展し、東京の森林（もり）の
仕事や森林が果たしている役割等のパネル展示やテ
レビモニターを設置し「山の仕事」を動画で紹介し
ました。また、「東京の木　多摩産材」を使用し、
当組合で製作した、ストラップやコースター等の木
製品の展示、販売を行うとともに、来場者には無料
でヒノキの木片や鉋（かんな）で削った木材の薄皮
を袋詰めにしたノベルティを配布し、木の温もりや
香りを楽しんでいただきました。
　コロナ禍での開催でしたが、感染対策を万全に
し、多くの来場者に当組合の事業紹介を行う事が
出来ました。

東京の産業等の魅力発信イベントへの出展
　なお、イベントは終了いたしましたが、イベン
トホームページで令和４年３月末までブースの紹
介動画を配信していますので、是非ご覧ください。
　https://all-japan-collection.tokyo/booth/14.html

会場入口と配布したノベルティ
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人事異動について

　令和3年10月1日付けで以下の職員が異動となり
ました。新規の職場となり、不慣れな点等ござい
ますが「心機一転」新たな気持ちで取り組んでま
いりますのでよろしくお願いいたします。

（１）異動
氏名 異動後 異動前

佐藤 喜美子 総合企画部　次長 総務管理部　次長
矢部　貴昌 総務管理部　次長 総合企画部　次長
野口　茂樹 総合企画部 森づくり推進部

（２）部署内異動
氏名 異動後 異動前

澤山　文朗 総合企画部　次長
（販売・加工G）

総合企画部　次長
（総合調整・企画G）

高木　竜馬 総合企画部
（販売・加工G）

総合企画部
（企画G）

令和４年度東京都林業関係予算等
に関する要望書の提出

　令和３年９月１日（水）に東京都議会の各政党
へ「令和４年度東京都林業関係予算の要望書」の
提出と説明を行いました。
　当日は、当組合より木村組合長、山﨑副組合長、
齋藤専務、（一社）東京都森林協会より三谷会長、
東京都治山林道協会より柴田専務の５名が出席し、
新たな項目として、新型コロナウイルスに対応し

令和３年度　役員及び職員の
コンプライアンス研修会を開催

　令和３年度コンプライアンス・プログラムに基
づき、役職員を対象としたコンプライアンス研修
を開催いたしました。

第１回職員コンプライアンス研修会
日時：9月28日㈫15時から16時
場所：本所研修室
講師： 農林中央金庫関東業務部部長代理
　　　尾関　峰武
　　　（おぜき みねたけ）氏
議題： 「仕事における報連相

とコミュニケーショ
ンの重要性について」

　新型コロナ予防対策とし
て、会場出席者を13名とし、 尾関峰武氏

SGEC/PEFCジャパン
少花粉ヒノキ植樹祭

　晴天に恵まれた10月16日㈯、SGEC/PEFCジャパ
ンの植樹祭イベントがあきる野市戸倉で開催され、
当組合から植栽の指導員として７名が参加いたしま
した。
　当日は一般参加者や来賓、主催者など30名の方々
が参加し、360本の少花粉ヒノキの苗の植栽方法の
説明や指導を行うとともに、記念の標柱を設置いた
しました。
　すがすがしい秋晴れのもと、楽しい植栽の体験が
できたと思います。参加者の皆様お疲れ様でした。

　会場をご提供いただ
きました黒山儀一郎
様、駐車場等をお貸し
いただきました南澤忠
一様、大変ありがとう
ございました。

た安定的な森林施業の森林施業促進確保と昨年か
らの継続した要望を行いました。
＜要望先政党名＞
　 都議会自由民主党／都民ファーストの会東京都

議団／都議会公明党／都議会立憲民主党
　以上４党　

その他の職員は自席にてオンラインで講義を受講
しました。

役員コンプライアンス研修会
日時：10月５日㈫15時から16時
場所：本所研修室
講師： 全国森林組合連合会参事
　　　佐々木　太郎（ささき　たろう）氏
議題： 「森林組合系統に求められるコンプライアン

スと役員の役割」
　新型コロナ予防対策とし
て、本所と奥多摩事業所・
檜原加工所・八王子事務所
に各地区の理事・監事にお
集まりいただき、オンライ
ンにより講義を行いまし
た。

佐々木太郎氏
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1
東京トレーニングフォレスト始動‼
　長引く木材価格の低迷により立木を伐採し搬出
する施業が停滞し、技術の継承や後継者の育成が
行われていないことから、後継者の確保と育成が
喫緊の課題となっています。
　そこで、東京都では伐採搬出の技術者育成のた
めの研修を事業化し、（公財）東京都農林水産振興
財団（以下財団という）へ事業を委託し、令和３
年５月より「東京トレーニングフォレス」として
スタートしました。
　当組合ではその指導及び運営を受託し、伐採・搬
出経験を有する職員２名を中心として林業架線の設
置及び運転操作や撤去等の実践研修を行っていま
す。さらに必要に応じ指導員６名による作業道作設
等を含めた研修も行っております。
　受講する対象者は、林業施業経験が３～４年程度
の若手作業員５名で、年度末までに架線集材、高性
能林業機械操作等の技術の習得をめざしています。
　これまで、日の出町の林業試験林において、ワ
イヤーを使用した集材線の架設撤去、伐採・搬出
現場での現地研修、更に自動運転機能が可能とな
る自走式搬機（ラジキャリ）の架設、ドローンの
飛行操作等実践的な研修を行っています。今後も
安全作業を基本に一つ一つ技術習得が図れるよう
指導してまいります。

2
「育てた木を伐りだす集約化事業」
　2018年から開始した、檜原村の人里（へんぼり）
地区内の集約化事業がいよいよ終盤を迎えていま
す。この間、2019年10月に襲来した台風19号により、
施業地にアクセスする林道が崩壊し、作業の中断
がありましたが、大きな事故もなくここまで業務
にあたってきました。
　この集約化事業は、 ５ ha未満の森林所有者が多
く、施業個所が点在し施業効率が悪く、また境界
の不明確な個所が多いなどの課題がありました。
　こうした状況から東京都では境界を明確にする事
業を推進するとともに、明確化された地域において、
作業道の作設や施業の効率化を図り、間伐材の搬出
等を進める集約化事業を行ってまいりました。
　当組合では平成21年度から同事業に取り組み、
境界明確化を含めこれまでに約150haを実施してま
いりました。

　今回の人里集約地においてはこれまでに約4000ｍ
の森林作業道を作設しました。多摩の山林で作業を
行う上で、等高線に沿ってつくることを基本とし、
急斜面やくぼ地などには、安定を図るための丸太組
を用いた土留め工を施工し、作業道の土台を強化す
る等、当組合では森林保全を図るための対策を講じ
ております。
　今後も境界の明確化事業を推進し、施業効率を
向上させ間伐材搬出等に取り組んでまいります。
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森林
も り

贈 2りものからの
遊歩道整備
　檜原村小沢地区では、地区の有志方々が遊歩道
整備に取り組んでおり、今年度は一昨年に引き続
き、ひのはらファクトリー（檜原村じゃがいも焼
酎製造等施設）の向かい側に遊歩道整備をされま

新型コロナウイルス
感染症対策について

　令和 ２ 年 １ 月に発生した新型コロナウイルス感
染症は、デルタ株の感染拡大など ４ 度に及ぶ国の
緊急事態宣言が発令され、本年 8 月には感染者が
５ 千人を超える事態となりました。こうした中、
本年 3 月には医療関係者が、また ５ 月からは65歳
以上を対象にワクチン接種が開始され、その効果
もあり、本年 ９ 月中旬から減少傾向が続き、10月
中旬には百人以下となりました。
　しかし、いつ感染が拡大するかなど不安な状況
が解消されていない状況となっています。
　この間、当組合では令和 ２ 年 3 月より随時、リ
スク管理委員会を中心に、感染要望対策の検討を
行うとともに、手指や靴底の消毒、マスクの着用
等の基本的な予防対策の周知・徹底を図りました。
　また、本年 １ 月には本所、事業所、加工所の出
入口に非接触型体温測定装置（サーモグラフィー）
を購入・設置し、感染予防対策の強化を図り、ワ
クチン接種を積極的に推進いたしました。
　収束が見えない状況の中、今後も感染状況を注
視し、「うつさない・うつらない」をモットーに、
マスクの着用、手指の消毒等を着実に実施し、自
己防衛等の対策を引き続き行ってまいります。

森林
も り

贈 1りものからの
かんぽの宿 青梅で「ゆのぽん」グッズ販売
　「かんぽの宿青梅」では、地域貢献・創生のため
の活動を推進しており、その取組の一環として当
組合に地域の木材等を使用した木製品等の相談を
いただきました。手始めとして、かんぽの宿のキ
ャラクター「ゆのぽん」を使った多摩産材商品を
製作し、「かんぽの宿青梅」の売店に置かせていた
だいております。
　また、ストラップ、コースター、マグネット、
スマホスタンドも制作し、青梅や奥多摩の商品と
一緒に売店に並んでいます。お近くにお寄りの際
は、是非、お手に取ってみてください。

した。整備にあたり、組合へ歩道整備に使用する
丸太（防腐注入）の注文があり納品しました。　
　今回その遊歩道を地元でご活躍の今年度担当の
高橋 泰（たかはし ゆたか）さんに道案内をして
いただき、『10年後には植えた桜や紅葉で素晴らし
い景色の遊歩道になるよ』と説明を受けました。
　また、『この遊歩道はユンボで道を作り、丸太を
埋め込み土留とし、登りやすいように階段状の横
木を付けています』との説明もありました。
　道の整備はこれからも続けていかれるそうです。
数年後の花の時期が楽しみですね。
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法務・税務相談会を
開催します!!

　ベテラン弁護士と税理士が法律問題・相続
税・贈与税など組合員の皆様が気になる質問
にお答えします。

と　　き	 12月3日（金）　午後1時より

と こ ろ	 東京都森林組合　本所（日の出町）
	 	（ご希望によりご自宅からのWEB相談

も可能です。）

対 応 者　　法務　波
は た の

多野　曜
よう

子
こ

	氏
CFP（日本FP協会認定　本組合顧問弁護士）

　　　　　　税務　五
ご

ノ
の

井
い

　秀
ひで

典
のり

	氏
（東京税理士会所属　本組合顧問税理士）

対 象 者	 組合員の皆様

応募方法	 	相談を希望される方は本広報誌に同
封の応募用紙に必要事項をご記入
いただき、当組合本所までFAX
（042-597-5263）またはメール
（soudan@tokyo-sinrin.com）
でお申し込み下さい。

応募締切	 11月19日（金）
申し込まれた方には後日連絡いたします。
皆様ふるってご応募ください。

無料

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】
　地球温暖化の影響もあり、全国各地で毎年のよ
うに度重なる自然災害により甚大な被害が発生し
ています。
　こうした災害は、ひとたび起きればその損失は
甚大なものとなります。
　財産である森林のため「森林保険」に加入し、
少ない費用で大きな損害に備えてみませんか。

＊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。

＊損害発生から保険料支払いまでの流れ＊
① 災害が発生した場合は、森林組合にお知らせく

ださい。
② 加入状況を確認後、「損害発生通知書」をご提出

いただきます。
③ 組合職員による災害調査の結果、保険事故と認

定された場合は諸手続きの上保険金をお支払い
します。

※ 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。

お問い合わせは総務管理部まで
☎042－588－7963

賦課金ついて

　皆様から頂いております賦課金は、当組合の「杣
のみち」の制作費や郵送料、ホームページの制作費、
税務相談経費、境界明確化の一部経費等の運営費
等として有効に使わせていただいております。

均等割額（600円）＋面積割額（1haにつき300円　
※1の位切り捨て)

東京都森林組合定款　第21条に基づき総代会での
決議を経て決定
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「東京都農林水産振興財団」
からのお知らせ

【東京農林水産ファンクラブ会員募集中】
　公益財団法人東京都農林水産振興財団では、東
京の農林水産業に興味・関心を持つ方々と繋がり、
その魅力や価値を共有し、集い、楽しむコミュニ
ティ「東京農林水産ファンクラブ」を設立しました。
　交通会館マルシェ出店や魅力発信イベント等を
通じて、東京農林水産のブランド・イメージ向上
を図ります。
　会員の方を対象とした、オンライン食イベント
や農林水産物プレゼントキャンペーンなど、会員
限定企画もご用意しています。
　ファンクラブの入会金・年会費は無料です。ご
興味のある方はぜひ会員登録をお願いします。

【東京農林水産フェア　オンライン開催】
　試験研究の紹介、料理教室、農業体験、苗木・
野菜の無料配布、農業・畜産動画やクイズ等、楽
しいイベントが盛りだくさん！
　あなたも東京の農林水産業を楽しく学んでみま
せんか。是非、サイトにアクセスください。
開催期間　10月25日㈪～ 12月28日㈫
特設サイトURL　tokyo-aff-fair.jp
※参加は事前予約制
　 特設サイトからお申込みください（参加無料）

会員登録はこちら

（公財）東京都農林水産振興財団
　　　 管理課企画係　☎042-528-0722

原木市場だより 
多摩木材センター協同組合（令和3年10月）

　ヒノキの３m長と４m長の中目材の値上りが続い
ています。今回は、その中で、特に値上がりの大
きいヒノキ４ｍ長の柱適寸材の単価の推移を記載
しました。国産材にシフトした林産業に転換して
いくのでしょうか。期待はするものの、そのため
には克服すべき課題が山積しています。

（直近市売りの実績）
７月９日 ７月26日 ８月10日 ８月25日 ９月10日 ９月24日

売上金額
（千円） 10,564 11,197 18,864 7,775 10,084 10,886

取扱量
（㎥） 786 960 755 724 689 664

平均単価
（円/㎥） 13,442 11,658 11,745 10,748 14,639 16,403

（直近市売りのスギ・ヒノキの平均単価と取扱量）
7月9日 7月26日 8月10日 8月25日 9月10月 9月24日

スギ
（円/㎥）

12,125
553㎥

9,635
688㎥

8,525
370㎥

9,114
418㎥

10,288
387㎥

10,209
352㎥

ヒノキ
（円/㎥）

21,447
150㎥

20,568
196㎥

17,312
293㎥

17,595
179㎥

25,785
209㎥

27,779
246㎥

（ヒノキ4ｍ良材、16・18㎝の市売単価の推移　単位:円/㎥）
6月25日 7月9日 7月26日 8月10日 8月25日 9月10日 9月24日

25,940 26,282 26,177 25,272 29,389 37,648 36,120

日付 行事 場所
11月10日㈬
  ～11日㈭ 多摩産材利用拡大フェア 新宿NSビル

11月17日㈬ 木材利用部会 東京都森林組合本所
11月25日㈭ 期中監事監査 東京都森林組合本所
12月 2日㈭ 第５回理事会 東京都森林組合本所
12月 3日㈮ 法務・税務相談会 東京都森林組合本所
12月17日㈮ 森林整備部会 東京都森林組合本所
 1月17日㈪ 山の神 未定
 1月17日㈪ 経営管理部会 東京都森林組合本所
 2月 1日㈫
　～ 2日㈬

WOODコレクション
（モクコレ）2022

東京ビックサイト西
１・２ホール

 2月17日㈭ 木材利用部会 東京都森林組合本所

11月～ 2月の組合関係行事（予定）

※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。

　2020年に開催が予定されていました、東京オリンピック・パラリンピック大会（以下オリパラという）
は新型コロナウイルス感染拡大の影響により2021年に延期となり、開催についても無観客となるなどこ
れまでにない大会となりました。
　大会では、連日選手のひた向きな活躍が報道され、特にパラリンピック選手の頑張る姿を見るたびに
胸が熱くなり、自分自身も頑張らなければと勇気づけられました。
　オリパラは閉幕しましたが、まだまだコロナウイルスとの闘いは続いています。今後も感染予防対策
に努め、皆様が健やかな日々を過し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう願っております。（S.A）
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記


