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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。

日の出町平井

鹿の湯橋からの桜

令和4（2022）年度 事業進発式
代表理事組合長

木

村

康

雄

○ 令和4年度の事業進発式に際し、ご挨拶をさせていただきます。
 今日は、組合にとっては元旦にあたる、新たな年度を迎えました。
 本所近くの平井川周辺の桜並木も漸く開花し、春は一歩一歩近づいております。
 しかしながら、目を世界に向けますとウクライナへの武力侵攻により緊迫した情勢が続いております。
 また、新型コロナウイルスは、「まん延防止等重点措置」が先月の21日迄続きましたが、更に感染力の
強い変異株による感染者の下げ止まり傾向もあり、未だ収束の兆しも見えない状況により、憂鬱な日々
が継続しております。
 今年度の進発式も感染拡大を予防する観点から、各事業所等の職員の皆さんにはwebでの対応としま
した。
○ ウクライナ情勢の影響による原材料、原油価格の高騰、民法
の改正による成人年齢の18歳への引き下げ、更に、プラスチッ
ク製品の有料化や代替素材への切り替えの義務化等、様々な制
度改正等が組合にとってどのようなビジネス環境になるのかを
常に考えて、仕事に取り組んで頂きたいと思います。
○ 本日より新たに4名の方が、私たちの仲間に加わりました。
 お互いに協力し、東京都森林組合が「ワン・チーム」となり
業務に取り組んでいただきたいと思います。（新入職員の紹介は
5頁参照）
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○ そして本年は、平成14年4月1日に、八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町に
所在しておりました各市町村の森林組合が大同団結し、合併20周年を迎える記念すべき年となります。
 気持ちを新たにして目標に向かって邁進していきましょう。
○ また、檜原事業所の建物の老朽化に伴い、新事務所の建設に向け、過日、建物の解体が終了したとこ
ろであります。今後、檜原村が新規建物の基本設計、用地測量を実施し、来年の4月中旬頃には新事務所
での業務が開始できる見通しとなっております。
 なお、建設工事中の檜原事業所の仮事務所は、組合の日の出詰所に一時移転し、工事期間中は、週1回、
檜原村役場内に相談窓口を設置し、檜原村在住の組合員さんへの対応を既に実施しているところです。
○ 平成31（2019）年4月1日に「森林経営管理法」が施行され今日に至っておりますが、漸く「東京都森
林経営管理制度協議会」が一昨年の11月に立ち上がり、本格的な稼働に向けて動き出しております。市
町村単位でモデル地区を選定し、山林所有者に対する意向調査・分析も終わり、その結果を受け、
「意欲
と能力のある林業事業体」としての組合の真価が今後、益々問われて来ますので、今まで以上に創意工
夫して各業務に当たって頂きたい。
○ 去る3月4日の理事会において、令和3年度の決算見通しの報告を行っておりますが、職員の皆さんが鋭
意、各事業・業務に取り組んだ結果、計画を上回る数字で決算の紐を結べる状況となっております。
〇 さて、迎えます令和4年度におきましても、今まで以上に安定した経営を維持するためにも、職員の皆
さんが、より一層、精進され、効率的に業務に取り組んで頂くことをお願いいたします。
〇 今年度は、昨年度策定した中期経営計画の2年度目に当たります。
今中期経営計画のコンセプトは次の通りです。

（基本施策）
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全国の森林組合系統運動に呼応して、東京という地域特性を配意し、5年前に策定したグランドデザイン
をベースとし、50年、100年後を見据えた森林のあるべき姿を積極的（ACTIVE）に具現化してまいります。
そして、表に掲げた五つの基本施策に基づく50の課題の達成に向けて、「ACTIVE50」と命名し、その
展開の要旨は次の通りです。
◦目標達成に向けての行動（Action）
を行うこと。
◦様々な課題や事象に挑戦（Challenge）すること。
◦実現可能な目標（Target）
を策定すること。
◦これらを実現するための諸々の情報
（Information）の活用
◦組合員の所有森林の価値（Value）
を高める努力を行うこと。
◦職員の教育（Education）
を充実すること。
これらの内容を実現し、組合員の負託に応えていくことが、我々の責務であると思います。
〇 また、以前から提言をしている、身の回りの整理、整頓を通じて、仕事のバラツキをなくして、品質
と生産性を高めるため、「5S活動」を継続して取り組んでいくことを、改めて再確認させて頂きます。
【5S活動とは】
「整理」・「整頓」
・
「清掃」
・
「清潔」
・
「しつけ」
○ この五つのSを理解し、組合員からの期待に応えられる「組合員満足度」を高めて、「意欲と能力のあ
る林業事業体」を目指す指針として、令和4年度の「業務行動指針」を次のように定めました。
１．常にKY（危険予知）を確実に励行し、
「安全第一」で施業に取り組もう。
２．更なる業務・施業の効率化に向け、
「コスト削減」に務めよう。
職員の皆さんには、組合員から信頼される森林組合となるようお互いに切磋琢磨し期待に応えてくださ
い。
〇 そして、本日より組合のホームページが全面リニューアルされております。
 今後は、組合員専用のページを設定すべく検討しているところであります。
○ 最後になりますが、今年1年、職員の皆さんが、健康で過ごし、しっかりと業務を遂行することが、森
林組合の発展に繋がるものと確信しておりますので宜しくお願いいたします。
○ 新型コロナウイルスの3回目ワクチン接種も進んではおりますが、まだまだ油断大敵です。
 常日頃からの感染予防対策を確実に取り組んで業務にあたって頂くことをお願いするとともに、新型
コロナウイルスの一日も早い収束を願い、
「令和4年度の事業開始」
に際しての挨拶とさせていただきます。
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仮事務所営業中

この度、当組合の檜原事業所が、施設の老朽化に伴い建替え工事を行うこととなり、新たな施設が完成
するまでの間、詰所（日の出町）へ一時移転することとなりました。
移転に伴い、檜原村における森林整備や調査、現地確認、檜原村在住の組合員皆様への説明などは従来
通り、担当者がお伺いし対応させていただきます。
また、檜原村役場内にも臨時の相談窓口を設置いたしますのでご利用ください。
【移転期間】
令和4年2月21日
（月）～令和5年4月中旬（予定）
【移 転 先】
〒190-0181東京都西多摩郡日の出町大久野7852
電 話 042－598－0023
FAX 042－598－1121

梅

が

谷

秋川

←

街道

【相談窓口】
場 所 檜原村役場一階西側「相談室」
毎週水曜日
午前10時～12時、午後1時～3時
＊電話でのご連絡は仮事務所までお願いいたします。

峠

へ

檜原事業所 仮事務所

大久野病院
坂本
西平井

かやくぼ

JAあきがわ
日の出支店
つるつる
温泉入口

JR五日市線

永田橋通り

東京都森林組合
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新人職員紹介
齋藤 奈緒（さいとう なお）
令和4年4月1日より総務管理
部付けで勤務することとなり
ました齋藤 奈緒と申します。
中学生の時にキャンプで野
宿をしたことがきっかけで森
林に興味を持ち、大学では4年
間森林の役割や利用について
学びました。また多摩川水源森林隊の活動に何度
か参加させていただいた経験から森林組合に興味
を持ち、ご縁があって入組させていただくことに
なりました。
持続可能な森づくりに貢献し、森林や林業につ
いて若い世代にもっと知ってもらうことが目標で
す。
初めての一人暮らしや社会人生活で不安なこと
もたくさんありますが、先輩方に追いつけるよう
に精一杯頑張ります。至らない点もあるかと思い
ますが、よろしくお願いいたします。

大野 正男（おおの まさお）
令和4年4月1日より、森づく
り推進部に配属になりました
大野 正男と申します。
生まれは奥多摩町で昭和51
年から6年間奥多摩町森林組合
に勤務した経験があります。
この度、令和4年3月まで勤
めていた東京都森林事務所を
退職して当組合にお世話になることになりました。
東京都の森林行政に携わった者として組合員の皆
様に森林整備事業（植栽、下刈、除伐、間伐等）
の情報提供を行い、より良い山づくりができるよ
うに職員皆様のご指導をいただきながら頑張って
いきたいと思っております。今後ともよろしくお
願いいたします。

小森 公夫（こもり きみお）
令和4年4月1日より森づくり
推進部に配属となりました小
森 公夫と申します。
日の出町で生まれ、日の出
町で育ち、日の出町役場に奉
職し、この度当組合に入組さ
せていただくことになりまし
た。
今までの経験値はとても豊富とは言えませんが、
周りの方達にご指導を仰ぎながら東京の林業の振
興と豊かな森林・水源のかん養・地球環境に優し
い素材生産・持続可能な暮らしに貢献する森林づ
くりに微力ではありますが尽力してまいる所存で
す。
どうぞよろしくお願いいたします。

今村 好一（いまむら よしかず）
令和4年3月1日より「とうき
ょう林業サポート隊」の指導
員として勤務することとなり
ました今村 好一と申します。
私は、「とうきょう林業サポ
ート隊」の結成当初から活動
に参加してきました。参加回
数100回を一つの目標にしてき
ましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り活動が度々中止になり、残念ながら目標を達成
することが出来ませんでした。
今後は、隊員から指導員へと立場が180度変わり
ますが、サポート隊の活動を通して私自身が体験
した感動や達成感を参加される隊員の方々へ還元
できるよう日々努めてまいります。
指導員としての技術、知識並びに経験はまだま
だ未熟な私です。皆さま温かい目で見守っていた
だければ幸いです。
終わりに感謝の気持ちを忘れずに勤めてまいり
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
皆様、今日も一日ご安全に。
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加藤 啓（かとう けい）
令和4年4月1日より、森づく
り推進部奥多摩事業所に有期
契約職員として勤務すること
になりました加藤 啓と申しま
す。
出身は岩手県大槌町という
小さな町で、幼いころから自
然が大好きで、自然の中で遊
び育ちました。この度、東京への移住を機に大好
きな森を守り、後世に残していく森づくりがした
いと思い、東京都森林組合に就職させていただき
ました。
今までは林業とは異なる仕事をしてきたため不
安もありますが、先輩方の知識や技術を学び、1日
でも早く戦力になれるよう努力してまいります。
至らぬ点ばかりですがご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。
また、趣味でキャンプをしています。オススメ
のキャンプ場等ありましたら教えてください。よ
ろしくお願いいたします。

第2回
職員コンプライアンス研修会を開催
去る3月22日、令和3年度第2回職員コンプライアンス研修会を実施しました。
講師には、協同住宅ローン株式会社の増山 知由（ますやま ともよし）常務取締役を迎え、
「債権の回収
について」講義を行っていただきました。
債権には時効があり、どのように回収していくかを学ぶとともに、コラムニストの榎本 まみさんの仕事
術を紹介していただき、内容の濃い講義となりました。
なお、今回の研修もコロナ対策として本所と各事業所をつなぎweb開催としました。

東京都森林組合ニュース〈杣のみち〉 №56

2022.4

（7）

レベルアップ助成を活用してラジキャリー導入！

令和4年2月25日に（公財）東京都農林水産振興財
団が実施している林業労働力総合対策事業のレベル
アップ助成を活用し、イワフジ工業㈱製ラジキャリ
ー（自走式リモコンキャレッジ）を導入いたしまし
た。
ラジキャリーとは、イワフジ工業㈱が昭和59年に
開発・販売した林業機械で、2本の架線を使用し集材
できることが特徴であり、架線の架設・撤去を短時
間で行うことができます。また、平成29年に機能・
構造を一新し急傾斜地に対応した新たな機種が開発
され、旧型と比べ、搬送能力、最高走行速度が大幅
に向上しました。新たに追加された「機能スイッチ」
により、自動停止設定と走行保持が行われ、ホーン
スイッチの合図により安全作業がより充実しました。
ラジキャリーは、職員2人であらゆる運搬作業が
こなせる架線系集材機械ですが、森林作業道を開設
する車両系作業システムと組み合わせることで、よ
り安全で効率的な作業が可能となります。
今後は、提案型集約化施業（搬出間伐）や森林循
環促進事業（主伐）の現場において稼働させ、多摩
産材を多く供給できるよう目指してまいります。

「ひので野鳥の森自然公園」の整備を行いました

令和3年度日の出町森林修景整備事業「ひので野鳥の森自然公園」
を日の出町より受託し、修景整備を行いました。
「ひので野鳥の森自然公園」は、日の出町東部の平井・川北地区
に位置する面積約97haの里山です。かつては薪炭林として活用さ
れ、青梅に至る古道として利用されてきました。現在は自然とふれ
あう散策路として地域の方々に多く利用されています。
コナラやアカシデの林の中には、ヤマユリやオオバギボウシ、オ
カトラノオなどの可憐な花を咲かせる里山の植物が観察できます。
また、フクロウやホンドキツネ、ニホンイタチ、国蝶であるオオ
ムラサキなどの多くの生きものが生息しています。
修景整備事業では公園の利用者が安全で楽しく公園を利用できる
ように、自然災害により崩れて狭くなった散策路の拡幅や老朽化し
た木橋や道標を改修しました。その際の材料として、多摩産材を利
用しています。
また、発育不良や折れた木、雑木等の伐採を行い、景観を改善し
たことで明るくとても気持ちの良い空間となりました。
地域の方々が山林を安全に楽しく利用できるように、今後も日の
出町事業に協力してまいります。

新設した休憩スペース

拡幅した散策路

（8）

東京都森林組合ニュース〈杣のみち〉 №56
も

2022.4

り

森林 からの贈りもの
高尾山の稲荷山コースを木製階段でリニューアル！

高尾山の登山道の中でも本格的な登山を味わえることで人気の稲荷山コース。令和4年2月に当組合が供給し
た多摩産材ヒノキを使った木製階段が設置され、この春リニューアルオープンいたしました。
山頂直下の急斜面や足場の悪い道に階段が設置され、より安全・快適に登山を楽しむことが出来るようにな
っています。新緑や花が美しいこの季節、高尾山に登られる際は新しくなった稲荷山コースから山頂を目指し
てみてはいかがでしょうか。
また、昨年12月には大岳山や御前山にも同様の木製階段用の材料を供給いたしました。
これからも登山道や公園の遊歩道・施設整備に多摩産材を活用する取り組みを継続していきます。

歩きやすいステップデッキ階段

この階段を登りきると山頂へ到着！

更生保護施設「紫翠苑」に腰壁材を納品

八王子市緑町にある、女性の自立更生を支える更生保護施設「紫翠苑」の建替え工事に伴い、食堂・応
接室・集会室の3部屋に多摩産材の檜の腰壁材を納品しました。
納品した腰壁がある部屋は、明るくやさしい色味で温もりを感じられます。毎日使用する食堂では、腰
壁と木製のテーブルセットとの雰囲気も合い、食事の時間を気持ちよく過ごしていただけるのではないで
しょうか。
また、地域の方が使用する集会室は、多くの方に多摩産材と触れていただき、その良さを体感していた
だけると思います。
今後も多摩産材を身近に感じていただける製品を製作してまいります。

明るい雰囲気の食堂

広い集会室
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組合ホームページをリニューアルしました！
年度初めとなる令和４年4月1日に当組合ホームページがリニューアル・オープンいたしました。
より見やすく、より充実した情報を皆さまにお届けします！お手持ちのスマートフォンから下記QRコー
ドを読み取ると簡単にご覧いただけます。新しくなったホームページにぜひアクセスしてみてください。
新URL：https://tokyo-sinrin.com/

組合員の皆さまへ
【直通電話番号について】
組合員の皆さま、関係各所の皆さまにおける利便性などの向上を図る目的で、当組合各部署への直通電
話を増設いたしましたのでご利用ください。
代表

電話

042-588-7963

（総務管理部）

FAX

042-597-5263

直通

電話

042-588-5657

直通

電話

（総合企画部）
（森づくり推進部）

FAX  （代表FAXと同じ）
042-588-5646

FAX  （代表FAXと同じ）

【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、次のようなケースの場合、組合までご連絡をお願いいたします。
ケース１：組合員【名義人】の死亡により、相続が発生している場合
ケース２：組合への届出住所が転居等により変更している場合
ケース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。
加入の方法、災害発生から保険料の支払いまでの流れ等、詳しい内容については、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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原木市場だより

多摩木材センター協同組合（令和4年4月）
令和3年度後半のスギ、ヒノキの取引平均単価を見ると、10月25日に最高値をつけ、そこから値下がりに
転じました。スギはやや高値を維持していますが、ヒノキは値下がりし、1月25日には令和3年4月の単価を
下回り、その後3月にはやや戻していますが、ピーク時の半値になっています。農林水産省の統計の全国平
均価格を見ても、ヒノキは値下がり傾向です。
（直近市売りのスギ・ヒノキの平均単価と取扱量）

（直近市売りの実績）
10月25日 11月25日 12月24日 1月25日 2月25日 3月25日
売上金額
（千円）

13,151

取扱量
（㎥）
平均単価
（円/㎥）

12,180

11,634

9,438

10,309

11,961

596

721

809

734

832

802

22,083

16,889

14,389

12,850

12,398

14,916

10月25日 11月25日 12月24日 1月25日
スギ

17,161

（円/㎥） 331㎥
ヒノキ

36,770

（円/㎥） 183㎥

2月25月

3月25日

12,057
377㎥

12,376
385㎥

11,832
261㎥

11,767
463㎥

13,491
460㎥

25,191
276㎥

18,310
340㎥

14,818
364㎥

15,473
248㎥

18,336
289㎥

（直近各月後半市売りのヒノキ3ｍ良材、16・18㎝の単価の推移 単位:円/㎥）
10月25日 11月25日 12月24日 1月25日

32,508

32,369

28,027

20,411

5月〜 7月の組合関係行事（予定）
日付

行事

場所

5月17日㈫

木材利用部会

東京都森林組合本所

5月27日㈮

令和3年度決算監事監査

東京都森林組合本所

6月 6日㈪

第1回理事会

東京都森林組合本所

6月17日㈮

森林整備部会

東京都森林組合本所

6月28日㈫

第21回通常総代会

東京都森林組合本所

6月28日㈫

第2回理事会

東京都森林組合本所

7月15日㈮

経営管理部会

東京都森林組合本所

2月25日

3月25日

23,192

25,985

