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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、「新型コロナウイルス」の感染拡大によ
り、「緊急事態宣言」が長きに亘り発出され不安な
日々が続いておりましたが、漸く昨年の9月末に解
除され、感染者数も激減し沈静化の様相も呈して
まいりました。
　しかしながら、昨年の11月末には、南アフリカ
を起点とする変異株「オミクロン」の出現により、
新たな変異株に対する不安が募っております。
　当組合では、感染予防対策を確実に実施するた
め、前年に引き続き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総代の方々
の安全を確保するため、前年に引き続き、書面議
決を基本とした総代会の開催とさせていただきま
した。
　一方、世界的なパンデミックにより開催が1年遅
れとなった東京2020オリンピック・パラリンピッ
クは、無観客での開催となりましたが、日本選手
の活躍により勇気づけられた年でもありました。
　更に、コロナ禍で閉塞感が漂う中、海外で活躍

する日本人アスリートの活躍が私たちに力を与え
てくれました。特に、メジャーリーグの大谷翔平
選手が二刀流で活躍したのは周知のとおりであり、
ゴルフに至っては、松山英樹選手が日本男子初と
なるマスターズでの初優勝により、日本男子初の
メジャー制覇を達成する等、ワールドクラスの活
躍を見せる日本人選手から目が離せない一年とな
りました。
　さて、寅年の本年は、国内のワクチン接種が進
んだことから、一定の収束は期待できるものの、
新たな変異株の出現から経済や社会の見通しに対
する不安もあり、油断ができない状況です。先が
見えにくい時代だけに睨みを効かせた「虎」のよ
うに、物事の動きを的確に見極め、動くときは一
気に、力強く対応していくことが肝要だと思いま
す。
　昨年にスタートしました第四次中期経営計画は、
全国森林組合系統運動（JForestビジョン2030）に
呼応し、東京都の地域の特性に配意し、50年、100
年後を見据えた森林のあるべき姿に向け、より積
極的（ACTIVE）に目的の達成に向けての行動

（Action）を起こし、様々な事柄に対して挑戦
（Challenge）するとともに、中期経営計画の実現
可能な目標（Target）を定めることが求められて
おります。更には、諸々の情報（Information）を
活用し、材を活用することによる組合員所有山林

  令和4年  年頭ご挨拶
代表理事
組 合 長 木　村　康　雄

当組合は持続可能な開発目標（SDGs）に取り組んでいます。

八ヶ岳からのご来光
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の価値（Value）を高めるとともに、職員の教育
（Education）に今まで以上に力を注ぎ、組合員皆
様の負託に応えてまいります。
　この中期経営計画の実現に向け、各基本施策で
掲げた50の個別課題の達成に向け、役職員が一丸
となって取り組むために、第四次中期経営計画を

「ACTIVE-50」と命名し計画の実現に向けて邁進し
ているところであります。
　また、「ACTIVE-50」の展開に際し、国連が定め
た「持続可能な開発目標」（SDGs）に盛り込まれ
た17の目標達成に向けて、当組合も全国森林組合
大会の決議に呼応して「持続可能な森林経営」に
取り組んでおります。
　その一つが、東京都を主体に関係市町村及び当
組合の8団体により発足した「東京都森林経営管理
制度協議会」では、未整備や放置されている森林
に対する意向調査の本格的な準備作業に入ってお
り、今後、所有者の意向等を踏まえ、取りまとめ
を行う市町村の判断に基づき、当組合としての役
割を果たしてまいります。
　更には、森林整備に従事する事業体の高齢化と
後継者労働力の確保が厳しい状況を鑑み、主伐事
業に関わる事業体の経営の安定化、素材生産技術
の向上、素材の品質向上を図ることを目的に「東
京都素材生産組合」が昨年の12月1日付で設立され、
東京都唯一の素材生産組合が「相互扶助」の精神で、
一致団結して東京都の森林整備事業に邁進するこ
とが「SDGs」への貢献に繋がることとなりますの
で、特段のご指導とご鞭撻をお願い申しあげます。
　「光陰矢の如し」と申しますが、特に当組合にと
っての本年は、平成14年4月1日に6市町村（八王子
市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥
多摩町）の各森林組合が大同団結し、「東京都森林
組合」となり、満20年という節目の年となります。
　人間に例えれば、成人を迎えることとなります
が、この間多くの組合員の皆様や東京都等関係団
体等の皆様に支えられ、今日の組合が存在してい
るものと感謝を申しあげる次第であります。
　結びに、医療従事者や高齢者施設入居者を皮切
りに3回目のワクチン接種により、コロナ収束に向
け、日常の生活が1日も早く戻ることを願うととも
に、当組合の業務運営に対し引き続きのご支援と
ご協力をお願い申しあげます。
　そして、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4年の年頭に当たり、謹んで新年のお慶びを
申し上げます。
　旧年中は、弊会の業務運営につきまして特段の
ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、一昨年来猛威を振るってきた新型コロナ
ウイルス感染症は、ワクチン接種の進展をはじめ
感染防止対策が講じられておりますが、引き続き
慎重な対応が求められております。
　お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申
し上げますとともに、医療関係者のご尽力に敬意
を表します。
　また、コロナ禍で混迷する経済情勢や世界的な
木材需給の変動など、森林組合系統の経営環境に
も大きな影響が生じているところですが、事業活
動継続にご支援、ご尽力いただいておりますこと
に厚く御礼申し上げます。
　さて、森林・林業を取り巻く情勢は、昨年6月に
新たな「森林・林業基本計画」が閣議決定され、
森林・林業・木材産業のグリーン成長と2050年の
カーボンニュートラル達成を踏まえた豊かな社会
経済の実現を目指す方針が示されました。
　また、「公共建築物等木材利用促進法」が「脱炭
素社会の実現に資する等のための建築物等におけ
る木材の利用の促進に関する法律」へ改正され、
木材利用の促進対象が公共建築物から民間建築物
へと拡大されています。
　こうした諸施策が講じられ、森林環境譲与税の
活用や森林経営管理制度が推進される一方、林業
の成長産業化の実現に向けては、生産基盤である
路網整備の推進やスマート林業の導入等が必要で
あり、「緑の雇用」事業の拡充等による人材の確保・
定着も進めていかなければなりません。
　また、昨年4月に施行された改正森林組合法では、
組合間の多様な連携や正組合員資格の拡大、事業
執行体制の強化等が措置されており、新たな仕組
みを活用しながら経営基盤の強化を図ることとし
ています。
　これに対し、森林組合系統は、昨年10月28日に、

令和4年
　年頭御挨拶

全国森林組合連合会
代表理事会長

中　崎　和　久
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第29回全国森林組合大会を開催し、新森林組合系
統運動「JForestビジョン2030」を決議いたしまし
た。
　本運動では、地域森林の適切な利用・保全と林
業経営の更なる発展に向け、組合員サービスの向
上、働く人の所得向上と就業環境改善、事業拡大
と効率化による経営の安定を目指すこととしてお
り、この達成に向け、①都道府県・市町村と連携
した地域森林管理体制の確立、②循環型林業の確
立と系統の木材販売力の強化、③高度人財の確保・
育成、④協同組合として組合員に信頼される組織
体制の確立、⑤国民生活及びSDGsへの貢献を加速
させて参ります。
　協同の力による積極的な運動推進により、国民、
組合員の期待に応える組織体制を構築する所存で
あり、引き続き森林組合系統へのご指導、ご支援、
ご協力をお願い申し上げます。
　結びに、コロナ禍が一刻も早く終息し、本年が
皆様にとり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4年度 小池東京都知事への
林業関係予算要望 感謝状を頂きました

令和4年度 国会議員への
林業政策・予算に関する要望

　例年、東京都庁で行われている小池東京都知事
への来年度の林業関係予算要望書の提出が、新型
コロナウイルス感染予防対策の観点から本年度は
残念ながら電子メールで以下のとおり要望書を提
出いたしました。
　提 出 日：令和3年11月8日
　提出団体：東京都森林組合
　要望内容：�新規と継続を併せ「森林整備関係5項

目」「林業・木材産業振興関係5項目」

　令和3年10月26日午前7時50分ごろ、当組合日の
出詰所前の都道で発生した車両火災において、当
組合職員が初期消火を行い、火災の延焼を最小限
に抑えました。この功績に対し、12月10日に秋川
消防署において、通報と初期消火等を行いました
当組合森づくり推進部職員6名に対し感謝状が授与
されました。
　当組合としまして、地域の安全・安心に繋がる
行動を行い、貢献できたことは大変うれしく誇ら
しく捉えております。

　令和3年10月28日に全国森林組合連合会主催によ
る第29回JForest全国森林組合大会が開催され、本
大会において「令和4年度林業政策・予算に関する
要望」が決議されました。
例年「林業政策・予算に関する要望」については、
議員会館に直接伺い要望を行っていましたが、本
年は新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、国
会議員に対して要望書の提出を行いました。

【予算要望の主な項目】
１．森林資源の循環利用と適切な管理の推進
２．人材の確保・育成と労働安全対策推進強化
３．�生産性向上と需要拡大による国産材の利用促

進等
４．�林業及び山村振興等に必要な林業金融・税制

の改正
５．�激甚な災害からの復旧・復興、国土強靭化対

策の推進

下段左から　山﨑和彦、奥津康次、坂村友史、濱元聖、林田耕平副考査役
　　　　　　（秋田直樹　欠席）
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ウッドデザイン賞2021　受賞

大久野中学校　林業体験学習

インターンシップ受入れによる
作業体験を実施しました

　㈲エム工房と八千代エンジニヤリング㈱が共同
開発を行い、当組合が製造し新宿区役所に販売納
品しました「アーバンウッドレール（横断・転落
防止柵）」がウッドデザイン賞2021（ウッドデザイ
ン賞�運営事務局主催）を受賞しました。
　ウッドデザイン賞は木の良さや価値を再発見さ
せる製品や取組について、特に優れたものを消費
者目線で評価し、表彰する顕彰制度で、その目的
は“木のある豊かな暮らし”が普及・発展し、日々
の生活や社会が彩られ、木材利用が進むこととし
ています。
　今後もこの賞に恥じないよう、商品制作に取組
んでまいります。

　冬晴れの12月2日、日の出町立大久野中学校の林
業体験学習が大久野で行われました。当日は中学2
年生の男女45名の生徒が参加し、約40年生のスギ
の間伐を体験しました。
　当組合職員で日の出町在住の堤指導員から間伐
の目的等の説明が行われた後、実際に生徒がスギ
の木へノコギリで切り込みを入れ、堤指導員がチ
ェーンソーで追い口を伐り、木にかけたロープを
十数名の生徒が掛け声とともに引っ張ると「メキ
メキ、ミシミシ」という音とともに見事に伐倒し、
生徒からも『おおー !』という喚声が上がりました。
　指導が進むにつれ、堤指導員の質問に対し、生
徒から意見が寄せられ、『やってみたい人いますか
?』と募ると『はい、はい、はい』とすぐに何人か
の生徒が手を挙げるなど体験学習への積極的な姿
が印象的でした。
　後日、15名の生徒から組合宛てにお礼の手紙を
いただきました。
　今後もこうした体験を継続し、地域との交流を
図ってまいります。

　11月11 〜 12日の2日間、都立多摩高等学校の1年
生男子3名のインターンシップ受入れを行いまし
た。
　1日目:組合職員指導の下、枝打の作業体験
　2日目:東京の林業の現状と森林組合の概要説明後
奥多摩加工所において木材加工の作業体験を行い

ました。
　身近にありながら、これまでできなかった森林
作業体験は参加した高校生にとって、貴重な体験
ができたものと思います。今後も地域の学校を始
め、東京都内の学校からのインターンシップ受入
れを進めてまいります。
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2
森林の循環のための施業
を紹介します
　森林の更新（伐採後苗木を植え
るなど）から保育にわたる森林の
育成管理を行う育林作業として、
下刈り、つる切、除伐、枝打ち、
間伐、雪起こし、病虫害管理など
があります。
　当組合ではこれらの森林施業を
主要事業と位置づけ、東京都で平
成18年度から実施されているスギ
花粉発生源対策主伐事業、その後
の森林循環促進事業において、こ
れまで主伐やその後の植え付け、
下刈り、施業を行うとともに、造
林補助事業による間伐、枝打ち、
森林再生事業による間伐、枝打ち
等を行っています。

1
東京都素材生産組合設立
　令和3年12月1日付で多摩地域における素材生産
を営む経営体が共に取り組む組織として「東京都
素材生産組合」を設立いたしました。
　多摩地域の森林は、木材として利用可能な50年
生を超える人工林が70%以上を占めており、森林資
源の伐採・利用時期を迎えています。
　これまでも提案型集約化施業（搬出間伐）や（公
財）東京都農林水産振興財団が実施している森林
循環促進事業において多摩地域の森林整備等を継
続してきましたが、更なる多摩
産材（とうきょうの木）の安定
供給をはじめ、伐採・搬出技術
の向上や品質向上、そして後継
者不足による担い手育成を目的
として、素材生産組合の会員と

なる当組合を含めた7団体が中心となり、関係団体
と協力し主伐事業を推進してまいります。
　今後は、東京都唯一の素材生産組合として、相
互扶助の精神に基づき、多摩地域における素材生
産の総合ビジョンを創出し持続可能な社会を目指
して地域社会に貢献できるよう、皆様と協力し邁
進いたします。
　参加団体：㈲塩野産業、東京都森林組合、伊藤組、
㈱ウッディーコイケ、（同）高橋林業、㈱マルオ林材
産業、沖倉木材（順不同）

東京都森づくり推進プラン資料より
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法務・税務相談会を実施しました

　令和3年12月3日12時30分より当組合本所（日の
出町）において、組合員を対象とした法務・税務
相談会を開催いたしました。
　昨年に引き続き、当組合の顧問弁護士・波多野
曜子先生及び顧問税理士・五ノ井秀典先生に、山
林についての相談にご対応いただき、参加された
組合員様の一助になったものと思います。今後も
組合員の皆様へ向けたサービスの充実を図り、定
期的に開催してまいります。

森林
も り

贈 1りものからの
三宅島にサイクルラックを納品
　伊豆諸島の三宅島では、観光促進誘客対策のため、
自転車を積極的に利用してもらう取り組みを行って
います。本年度は島内を訪れるサイクリストが希望
する施設（名所や休憩場所等）にサイクルラックを
置くこととなり、（社）三宅島観光協会から当組合が
多摩産材檜を使用したサイクルラック10基の注文を
いただき、納品いたしました。
　本年1月末には自転車ツアーも実施予定とのことで
すので、来島されましたら是非ご覧ください。
　サイクルラックは三宅島のシンボルの「アカコッコ」
や「クジラ」などをデザインしたプレートを付け、サ
イクリストを出迎えてくれます。
　当組合はこれからも多摩産材製品で、地域活性化
を応援してまいります。

森林
も り

贈 2りものからの
りそな銀行に木製名札ケースを納品
　SDGsの取組みを積極的に行っている「りそな銀
行」様から木製品の活用に関するご相談を受け、
福生支店、あきる野支店、五日市出張所及び福生
ローンプラザにオリジナルデザインの木製カード
ケースを納品いたしました。
　行員の方々には、窓口業務や取引先との打合せ
時にご使用いただき、お客様からの評判も上々と
聞いております。
　当組合も多摩産材とSDGsを掛け合わせた商品開
発により、地域活性化と環境問題への取組みをよ
り一層強化していきます。

ご担当のりそな銀行福生支店の
朝倉広輝様

民宿「夕景」に設置したサイクルラック

三宅島内のサイクルラック設置場所
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表彰おめでとうございます

黒山儀一郎　さん
　令和３年12月１日、令和３年度高齢者叙勲におき
まして、東京都森林組合の合併前のあきる野市森林
組合組合長、合併後は当組合の副組合長を歴任され
ました黒山儀一郎（くろやま　ぎいちろう）さんが「旭
日双光章」を受賞されました。
　功労概要は、豊富な経験と知識を生かし、林業の
振興に尽力されるなど多大な功績を上げられたこと
によるものです。この度の受賞、誠におめでとうごい
ます。受賞に際しまして当組合より祝電を入電させ
ていただきました。

中島　邦彦　さん
　昨年度まで当組合にて監事を務めていただいてお
りました中島邦彦（なかじま　くにひこ）さんが、令
和３年10月28日に全国森林組合連合会主催の第29回
JForest全国森林組合大会において、「功労者表彰」
を受賞されました。
　功労者表彰は、長年にわたり森林組合の役員とし
て組合の運営に精巧し、地域林業発展のため貢献し
たと認められる方に送られるものです。この度の受
賞、誠におめでとうございます。

全国森林組合連合会会長表彰　優良組合表彰
　前述の全国森林組合大会において全国森林組合連
合会会長表彰として、東京都森林組合が優良組合表
彰を受賞いたしました。これは、永年にわたる組合
系運動の推進につとめ、地域林業の振興に寄与して
きた功績が認められたことによるものです。
　当組合は今後も、森林資源の循環利用と適切な管
理、多摩産材利用促進等、系統運動方針「JForestビ
ジョン2030」を推進していくとともに、森林・林業の
諸課題に取り組んでまいります。

磨き丸太　在庫処分セール開催!

　令和4年2月7日㈪〜 18日㈮の2週間、組合員の皆
様を対象とした「磨き丸太　在庫処分セール」を
開催します。スギの天然絞り丸太・人口絞り丸太
をはじめ、ソロやハンノキ、サワグルミなど様々
な樹種の磨き丸太を販売いたします。すべてが個
性たっぷりな「現品限りの一本もの」ですのでお
早目にお求めください。
　なお、セール期間中の問い合わせ等は下記まで
ご連絡ください。会場のご案内を行い、実際に現
品に触れてお選びいただくこととなります。

記
●セール期間　令和4年2月7日㈪〜 18日㈮
●内 覧 時 間　�平日10:00 〜 15:00
●ご 連 絡 先　042-588-7963（当組合本所）
●展　示　場　当組合 日の出詰所
　　　　　　　西多摩郡日の出町大久野7852
※�直接、展示場に行かれてもご覧になれません。

まずはご連絡ください!
●商品受渡し　�お買上決定後、2週間以内にお引取

りをお願いします。
　　　　　　　�運搬をご希望の場合は、別途費用

となります。
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東京の木多摩産材の
愛称とロゴマークが決定!

　東京の多摩地域で育
ち、適正に管理された森
林から生産され、多摩産
材認定協議会が産地を証
明したものが「東京の
木 多摩産材」となりま
す。
　多くの方に知っていた
だき、使っていただくた
めに親しみやすい愛称と
ロゴが決定しました。

原木市場だより 
多摩木材センター協同組合（令和3年12月）

　11月まではスギとヒノキの3m長と4m長の中目材
の値上りが続いていましたが、12月に入り、スギ
は高値を維持していますが、ヒノキは値下りして
います。国内の木材価格の高値は続いていますが、
ヒノキ丸太の高値は調整局面にきているのでしょ
うか。来年の1、2月の価格を注視していきたいと
思います。

（直近市売りの実績）
10月11日 10月25日 11月10日 11月25日 12月10日 12月24日

売上金額
（千円） 11,353 13,151 11,226 12,180 13,758 11,634

取扱量
（㎥） 777 596 787 721 791 809

平均単価
（円/㎥） 14,618 22,083 14,261 16,889 17,394 14,378

（直近市売りのスギ・ヒノキの平均単価と取扱量）
10月11日 10月25日 11月10日 11月25日 12月10月 12月24日

スギ
（円/㎥）

11,117
437㎥

17,161
331㎥

12,423
522㎥

12,057
377㎥

12,401
421㎥

12,376
385㎥

ヒノキ
（円/㎥）

28,517
247㎥

36,770
183㎥

23,627
166㎥

25,191
276㎥

26,207
307㎥

18,310
340㎥

（ヒノキ4ｍ良材、16・18㎝の市売単価の推移　単位:円/㎥）
10月11日 10月25日 11月10日 11月25日 12月10日 12月24日

34,648 35,945 27,542 31,611 24,028 22,471

日付 行事 場所

3月4日(金) 第6回理事会 東京都森林組合本所

3月17日(木) 森林整備部会 東京都森林組合本所

3月31日(木) 令和3年度 現物監査 東京都森林組合本所
ほか各部署

4月15日(金) 経営管理部会 東京都森林組合本所

3月〜 4月の組合関係行事（予定）

　昨年末の日曜、毎年恒例の漫才チャンピオンを決めるテレビ番組を視聴しました。聞いたことのない
芸人さんや、決勝戦まで残る若手実力派コンビの話芸を楽しみながら、のんびり過ごしました。中には、
40 〜 50代のコンビが体を張った芸を披露し、会場を沸かせていました。ただ、その番組全体を通して、
凄いと感じたのは、観覧席でネタを見ていた昨年チャンピオンのコンビの言動です。
　細かくメモを取っている彼らに、司会が「何しとるん」とのツッコミ。「審査員や司会のやり取りで、
面白いところを書いてました」とのコメント。優勝してもなお、お笑いを探求している姿が、テレビで
普段見せる姿とも違い、微笑ましくまた、その一刻背筋を伸ばして番組を見直す自分が居りました。（T.S.）

編 

集 

後 

記

多摩産材利用拡大フェア2021に出展

　令和3年11月10 〜 11日の2日間、新宿NSビルにお
いて（公財）東京都農林水産振興財団主催の多摩産
材利用拡大フェア2021が開催され、当組合も出展い
たしました。
　当組合が出店しましたブースでは、都内各所に納
品実績のある「木製横断抑止柵」や、都立公園や登
山道に設置された「木道・階段」、治山工事に使用す
る土留め用資材の「ユニット式木製枠」「多摩産材製
車椅子」をはじめ、オーダー木製品（表彰盾・額縁・
看板・パーテーション）など、各々実物を展示し、
官公庁や設計事務所など多くの方々にリアルに多摩
産材の良さを体感いただき好評を得ることができま
した。


