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　令和4年度第21回通常総代会を、6月28日㈫に出
席者20名、書面議決権行使者146名の中、東京都農
林総合研究センター（日の出庁舎）研修室にて、
新型コロナウイルス感染予防対策を万全に行い開
催いたしました。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、議長にあきる野地
区総代の森下茂樹（もりした　しげき）氏が選任
され、第1号議案より第6号議案ならびに附帯決議
が上程され、すべての議案が可決承認されました。
　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】
　観測史上最も早い「梅雨明け」が宣言され、猛
暑日が続く厳しい夏を、熱中症予防対策を行い乗
り越えていきたいと思います。
　一方、「新型コロナウイルス」による感染症も発
生から2年が経過するも未だ収束には至らず、不安
な日々を過ごされている中、ご出席を頂き感謝申
しあげます。
　そして、本日ここに総代会が無事に開催できま
すことを、先ずもって衷心より御礼申しあげます。
　当組合が設立20年という記念すべき年の総代会
の開催にあたりましては、万全な感染予防対策を

行っておりますが、ご不便をお掛けすることも多々
あるかと存知ますが、何卒、ご理解とご協力の程
お願い申しあげます。

【経済動向】
　現状の我が国経済については、新型コロナウイル
スの感染拡大が落ち着きを見せ、個人消費の持ち直
しを中心に緩やかな回復途上にありますが、ロシア
のウクライナ侵攻とその行為に対する各国の経済制
裁が原油や原材料価格の高騰を招き、消費者物価上
昇が個人消費を冷やす恐れも考えられます。

【農林水産省（林野庁）関連】
　平成31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。
「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」が設立され、当
組合も参画のうえ意向調査の実施を含め鋭意その
対応を図っております。
　一方、全国的には、交付された「森林環境譲与税」
の50％近くが基金に積み立てられ、本来の目的に
利用されていない現状を鑑み、その見直しが話題
となっております。

当組合は持続可能な開発目標（SDGs）に取り組んでいます。

「第21回通常総代会」開催報告 森下議長
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　また、森林組合系統の体制強化に向け、森林組
合法の改正が成立し、昨年の4月に施行されました。
当組合も森林組合法に準拠して「実践的能力を有
する理事」を理事会での承認を得て選任をいたし
ました。

【東京都関連（農林水産部）】
≪森林・林業予算≫
　東京都の予算関連に対しましては、昨年の11月
に森林・林業に関する予算要望書を小池知事に提
出し、本年1月に知事より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」、「森林環境譲与税の有効活用に向けた支援
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」等に対する予算の確保を図って
いただきました。
　なお、令和元年度に要望した「林業を担う技術
者の育成強化」に関しては、昨年度から「東京ト
レーニングフォレスト」として年間130日間の技術
者育成研修を行っており、2年度目を迎えたところ
であります。
　一方で、東京都内の事業体では高齢化が進み、
後継者の育成や技術の継承等が行われず、東京都
以外の事業体の協力が素材生産に大きく関わって
きたことも事実であります。主伐に関わる素材生
産業者が、多摩産材の安定供給、経営の安定、技
術力及び品質の向上、更には事務処理の合理化を
目指し「東京都素材生産組合」を昨年の12月に立
ち上げ、「相互扶助」の精神で更なる東京の森林循
環に向けての対応を図っております。

【東京都森林組合】
■令和3年度決算関連
　令和3年度の組合決算は、着実な事業伸長もあり、
計画値より11百万円増の42百万円という税引き前
利益を確保することができました。
　各事業にご理解とご協力をいただきました組合
員皆様方や東京都を含め関係する市町村のご尽力
により、着実に事業を遂行できたことに改めて感
謝申しあげます。
　また、昨年度に策定した「第四次中期経営計画」
（以下ACTIVE50）の初年度目として役職員が一体
となって計画の実現に向け努力してまいりました。
■令和4年度計画関連
　迎える令和4年度は、ACTIVE50の2年度目の業
務行動指針を、「安全第一」並びに「コスト削減」

と定め、各事業を着実に展開してまいります。
　特にコスト削減に向けての具体的な施策として、
理事会や専門部会等の諸会議におけるペーパーレ
ス化を図り、タブレット端末を導入しての会議を
実現いたしました。
事業の展開に関する五つの基本施策は以下のとお
りです。

 ① 組合員に信頼される組織体制の確立
 ② 人材の確保と育成強化
 ③ 関連事業体と連携した森林管理体制の確立
 ④ 持続可能な森林整備の確立と木材利用の強化
 ⑤ 都市部との共生とSDGsへの貢献

　全国の森林組合系統運動に平
ひょう

仄
そく

を合わせ、本都
が抱えている地域の特性を配意しつつ計画達成に
向けて取り組んでまいります。

　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。

【令和3年度決算概要】
貸借対照表	 （単位：千円）
資産の部 負債資本の部
現 金・ 預 金 362,762 買掛金・未払金 128,368
売掛金・未収金 321,857 預 り 金 18,041
立 替 金 62,089 借 入 金 156,684
固 定 資 産 61,534 そ の 他 188,814
外 部 出 資 74,005 純 資 産 勘 定 553,121
そ の 他 162,781
資 産 合 計 1,045,028 負債・資本合計 1,045,028

損益計算書	 （単位：千円）
科　目 収　支

経常収益 1,044,318
事業収益 1,033,420
その他収益 7,083
特別利益 3,815

経常費用 1,001,513
事業費用 843,565
事業管理費 153,051
その他費用 979
特別損失 3,918

税引前当期利益 42,805
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「とうきょうの木」の
利用事業者に認定されました！

　東京の多摩地域で適正に管理された森林から生
産され、産地が証明された木材を「東京の木多摩
産材」といいます。
　今回、当組合はその多摩産材認証利用事業者と
して認定されました。今後も幅広く多摩産材を利
用し、普及に取り組むとともに、「東京の木多摩産
材」の愛称『とうきょうの木』や愛称マークをPR
してまいります。

永年勤続表彰

　第21回通常総代会において、以下の職員が表彰
され、表彰楯（額はとうきょうの木スギ材、賞状
は日の出和紙を使用）が授与されました。
　 氏　名 部署名
30年表彰 山 口　ノ イ 総務管理部
20年表彰 小 机　恵 次 森づくり推進部

全国森林組合連合会
代表理事会長　祝辞

　本日は、東京都森林組合の第21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。
　さて、引き続くコロナ禍に加え、ロシアのウク
ライナ侵攻により世界情勢は混迷を深めており、
エネルギーや各種原材料価格が高騰するなど、内
外経済への影響が懸念されています。森林組合系
統の経営環境にも、急激な円安や世界的な木材需
給の変動による影響が生じているところですが、
状況の変化に対応した事業活動を進めていただい
ておりますことに、心より厚く御礼申しあげます。
　こうした中、令和4年度は、新たな「森林・林業
基本計画」のもと、森林・林業の持続的な成長・
発展による国民社会・経済・生活の向上と、2050
年カーボンニュートラルに寄与する「グリーン成
長」に向けた取組を加速させていく年となります。
　森林組合系統では、昨年開催した第29回全国森
林組合大会において地域森林の適切な利用・保全
と林業経営の発展を期し、10年後の系統の在り方
を見据える新・森林組合系統運動「JForestビジョ
ン2030」を決議いたしました。
　新運動では、自治体と連携した森林管理体制の
整備、循環型林業の確立や木材販売力の強化、高
度な人財の確保・育成、組合員に信頼される組織
体制の確立、国民生活及びSDGsへの貢献を進める
こととしております。
　貴組合におかれましては、これまで森林組合運
動を精力的に推進し成果を挙げてこられました。
新運動におきましても、「JForest森林組合綱領」の
精神に則り、全系統の範として運動推進をいただ
きたくお願い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4年6月28日
全国森林組合連合会
代表理事会長　中崎　和久
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寄贈された木製品
（上段：A3フォトフレーム、メニューボード、会計案内札　　下段：収納箱）

目録を受け取る東日本旅客鉄道㈱東京支社事業部企画・地域共創課 高橋課長（右）と
農林中央金庫関東事業部 福島副部長（左）、東京都森林組合 木村組合長（中央）

日の出町「㈱いなげや：すこやけくの森」での捕植指導

青梅市「㈱NTTファシリティーズ：エコロじいの森」での下刈指導

新大久保駅ビル内フードラボ
「K,D,C,,,」へ木製品を納品

　農林中央金庫はCSR活動として、毎年、国産材
利用拡大の活動を展開しています。
　令和4年度は、「東京の木・多摩産材」で製作し
た木製品（収納箱、メニューボード、A3フォトフ
レーム、パーテーションベース、会計案内札）を、
東日本旅客鉄道㈱の「東京感動線」の一環として
開業した、新大久保駅直上にあるフードラボ
「Kimchi,Durian,Cardamom,,,（キムチ、ドリアン、
カルダモン、、、）（略称K,D,C,,,）」に寄贈することと
なり、令和4年5月18日に寄贈式が実施されました。
　この寄贈品は、㈱ワイス・ワイスのデザインに
加え、当組合が工場でひとつひとつ丁寧に製作す
ることで、デザイン性、機能性の高い仕上がりと
なっています。
　コロナ禍ではありますが新大久保を訪れる際に
は是非「K,D,C,,,」にも足を運んでいただき、「東京
の木・多摩産材」の木のぬくもりや良さを感じて
みてください。

1
花粉の少ない森づくり「企業の森」に協力
　（公財）東京都農林水産振興財団は東京都の基金
を活用し、多摩地区の花粉を多く飛散するスギ・
ヒノキを伐採し、花粉の少ないスギなどに植え替
える「花粉の少ない森づくり」を進めており、企
業や団体の協賛による事業が「企業の森」です。
　この事業では、協賛された企業や団体の社員、
ご家族の方が森づくりイベントに参加し、捕植や
下刈り作業などの体験を行っています。
　当組合では、森づくりイベントの指導を行って
おり、このイベントを通して森づくりの大切さな
どを発信してまいります。
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林業ボーイズの撮影状況

ハーベスター作業の様子

2
テレビ番組の取材対応を行いました
　去る令和4年5月29日に日本テレビ系列『所さんの
目がテン！』の番組取材対応を行いました。
　『林業って一体なに？林業ボーイズはじめての林
業』と題し、林業についての基本的な内容が取り
上げられ、当組合では伐採と植栽の現場撮影対応
を行いました。
　はじめに日の出町大久野の伐採現場で、森林施
業グループの職員が実際にチェンソーで伐倒を行
う様子を撮影し、併せてハーベスタを用いた造材
の様子も紹介しました。
　続いて青梅市成木では、植栽の方法を職員が説
明し、実際に出演者の方々が作業を体験している
撮影が行われました。
　このような番組をきっかけとして、東京の森林・
林業への関心が高まることを期待しています。

森林
も り

贈 1りものからの
檜原村『中央区の森』に看板・ベンチを設置
　檜原村南郷地区・矢沢地区にある「中央区の森」
に、案内板・看板・木製ベンチ等を設置しました。
　案内板は、「中央区の森」の整備方針や、森林内で
見られる植物などの多彩な情報を掲載しています。
　設置した看板・ベンチは「中央区の森」より森
林保全活動の一環として伐採・搬出された原木を
製材し、有効活用を図るため製作いたしました。
　今後もこのような森林保全活動に積極的に取り
組んでまいります。

新しく設置した「中央区の森」（矢沢地区）の看板

地区内の整備方針・植物などを掲載した案内板

同案内板とベンチ（奥）



東京都森林組合ニュース〈杣のみち〉　№57　2022.7（6）

1.90m（横）×1.07m（縦）の大型3Dマップの木製ケース

森林
も り

贈 2りものからの
大型３Dマップの木製ケースを設計製作
　東京都周辺の地形を模した大型3Dマップを収め
る木製ケース（1.90m×1.07m）を、東京都商工会
連合会・多摩観光推進協議会様よりご依頼をいた
だき、設計・製作いたしました。
　本製品は、「1人で持ち運びが出来るように軽く
してほしい」とのご要望を受け、折り畳み可能な
軽量タイプで設計しました。さらに、自立が可能
となるよう、スタンドを内蔵いたしました。
　今後、イオンモール日の出などで開催されるイ
ベントなどで展示される予定と伺っております。
お見かけの際は是非ご覧ください。
　檜原加工所では、これからも様々な製品をひと
つひとつ丁寧に設計・製作し、ご満足いただける
商品をお届けしてまいります。

林野庁長官賞受賞

　東京都青梅市の中島邦彦（なかじま　くにひこ）
さんが、令和４年度の第61回全国林業経営推奨行
事（主催（公社）大日本山林会）において、林野
庁長官賞を受賞されました。
　林業経営者として、皆伐を主体とする林業から
間伐を施業の中心にすることで良好な林内環境を
保つ森林管理を進めるとともに、青梅市森林組合
長や当組合の役員として、東京都の森林・林業事
業に永年貢献してきたことが認められました。
　この度の受賞、誠におめでとうございます。

アグリパーク5周年イベントへ参加

　	JR	新宿駅南口にほど近いJA東京アグリパーク
にて4/19 ～ 22日の4日間、「アグリパーク5周年イ
ベント」へ参加いたしました。当組合は多摩産材
を加工したコースターや箸、ヒノキの香り袋の販
売やパネル展示のほか、「とうきょうの木」を活用
した木製車イス等に触れてもらい、東京の森林・
林業をPRしました。
　会場には、島しょ部を含め東京都内で生産され
た農林水産物や加工品が並び、多くの方にご来場
いただきました。

内蔵の自立スタンド
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購買品のご紹介

　当組合では、山林で使用する商品を組合特別価
格にて取り扱っております。
　お勧めの商品を一部紹介いたします。
　在庫に限りが有りますので、森林組合本所に問
い合わせください。

◎パワー森林香・携帯防虫器
　虫よけ・殺虫及び忌避に効果があります。家庭
用殺虫剤にも使用されている有効成分は、人体に
対して安全性の高い成分になります。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。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…………………… 1,100円（10%税込）

◎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…………………… 3,600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。

◎ハチ用殺虫剤
【ハチアブジェット】
　飛び回るハチやアブも遠くからでも狙える最大
11mの強力噴射ができます。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L】
　エアゾールタイプだから携帯に便利で使い方も
簡単です。特にハチ類に効果のあるピレスロイド
系薬剤なので、薬剤に触れたハチは直ちにノック
ダウンします。噴射距離は約3mと強力です。また、
小型軽量なハチノックSもご用意しています。

組合特別価格
　ハチアブジェット…………… 1,100円（10%税込）
　ハチノックL	………………… 2,000円（10%税込）
　ハチノックS	………………… 1,100円（10%税込）

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
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組合員の皆さまへ（続き）

【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。

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）

　2月末にロシアのウクライナ侵攻が勃発したこと
により、落着きつつあったウッドショックが再燃
し、3月から全取引の平均単価は高止まりしていま
す。スギ、ヒノキとも1 ～ 2月に比べ3 ～ 5月は高
値をつけましたが、6月に入りヒノキの平均単価が
下がっています。ヒノキは3ｍ16 ～ 18cmの柱材は
高値を維持していますが、20cm以上の中目材と大
径材は下げています。
（直近市売りの実績）

1月25日 2月25日 3月24日 4月25日 5月25日 6月25日
売上金額
（千円） 9,438 10,309 11,961 10,687 10,852 8,419

取扱量
（㎥） 734 832 802 759 790 646

平均単価
（円/㎥） 12,850 12,398 14,916 14,081 13,739 13,033

（直近市売りのスギ・ヒノキの平均単価と取扱量）
1月25日 2月25日 3月25日 4月25日 5月25月 6月25日

スギ
（円/㎥）

11,832
261㎥

11,767
463㎥

13,491
460㎥

11,992
424㎥

12,655
500㎥

12,708
340㎥

ヒノキ
（円/㎥）

14,818
364㎥

15,473
248㎥

18,336
289㎥

18,826
267㎥

18,390
213㎥

14,480
255㎥

（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/㎥）
1月25日 2月25日 3月25日 4月25日 5月25日 6月25日

20,411 23,192 25,985 26,160 26,691 23,357

日付 行事 場所

8月下旬～ 9月上旬 安全パトロール 施業現場各地

8月17日㈬ 木材利用部会 東京都森林組合本所

9月7日㈬
第3回理事会

東京都森林組合本所
役員コンプライアンス研修

8月～ 10月の組合関係行事（予定）

賦課金の納付について

　令和4年度賦課金納付のご案内を7月末日にお送
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。
　なお、振込手数料も不要で便利な口座振替への
変更を推奨いたしておりますので、是非ご利用い
ただきますようお願いいたします。
　ご希望の方は、当組合までご連絡ください。お
申込用紙をご送付いたします。

■ご注意■
　ゆうちょ銀行の料金改訂（改訂日：2022年1月17
日）に伴い「通常払込料金加入者負担」の払込取
扱票（ゆうちょ銀行用）については現金扱いでお
払込される場合、追加料金110円が発生いたします。
　つきましては、今年度に限りゆうちょ銀行から現
金扱いでお払込される場合のみ、追加料金110円を
差し引いてご納付いただいても結構でございます。

問い合わせ先：総務管理部

☎042-588-7963

日付 行事 場所

9月16日㈫ 森林整備部会 東京都森林組合本所

9月30日㈮ 令和4年度現物監査 東京都森林組合本所
ほか各部署

10月17日㈪ 経営管理部会 東京都森林組合本所

10月25日㈫ 第30回JForest
全国森林組合代表者大会 未定


