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杣のみちそ
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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。

1
チームの力！　主伐業務進行中！
現場にあわせた搬出方法
　当組合では森林循環促進事業実施に伴い主伐業務
を行っています。
　主伐現場では、山の斜面や地形などにより、その
現場にあった伐採・搬出方法があり、最善の方法を
現地で検討しています。
　八王子市上恩方の現在の現場は、比較的緩やかな
傾斜地であり、集材架線（ケーブルクレーン）を張
るまでには至らないこと、またこれまで搬出間伐に
より作業道が設置され、その作業道が活用できるこ
とから、効率性や安全性を考慮し林業機械を用いた
搬出方法を行っています。
　今回、その作業等の一部を紹介します。

作業の流れ
　初めに現地を踏査し概ねの路線を想定します。
　その後、測量等に基づいた図面等がないことから、
これまでの経験と現地の状況を見ながら小型のバッ
クホーで幅員2.5ｍの作業道を作設していきます。
　作業に当たっては、斜面や路面からの水の流れを
考慮し斜面等が崩落しないように注意しながら安全
に作業を行える勾配の確保や路線の設定を行い作設
します。
　その後、人力での伐採→5ｔウィンチ付グラップ

ハーベスタによる造材ハーベスタによる造材

伐採した木をグラップルでフォワーダへ積み込む
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ルでの集材→小型ハーベスタでの造材→小型グラッ
プルでの積み込み→フォワーダで土場への小運搬→
土場でグラップルによる仕分け、はい積み（土場で
の集積）がそれぞれに連携した流れになり、計5台
での重機作業がメインとなります。殆どの作業が作
業道上で行われるため、枝や端材が作業道付近に集
まり、地拵えも重機作業により行えます。

林業の活性化のために
　多摩の森林のスギ、ヒノキは40年生以上が9割を
占め、利用の時期を迎えています。
　しかし、木材価格の低迷や作業に伴う労務費等の
高騰から伐採・搬出し植林を行うことができない状
況から山林更新がほとんど行われていません。
　そのような背景から、東京都では「森林循環促進事
業」を行い、スギ、ヒノキを伐採し、伐採跡地に花粉の
少ないスギなどを植栽し、多摩産材の安定供給を図
ると共に、東京の森林・林業の循環を図っています。

チームの目標
　重機同士での連携作業がメインとなることから、
常にコミュニケーションを図り相互での連携を強化
することが要求されます。
　当チームでは「One for all, All for one」を目標に
作業を行います。
　先人の方々が大事に植えた木をいかに有利な採材
をするかにやりがいを感じつつ、また山を一からス
タートさせると思うと自然と作業に力が入ります。
　今後も昔の林業に思いを馳せながら、一本一本の木
を大切に扱い、安全第一で作業を進めてまいります。

はい積みの様子

人力での伐倒

2
秩父多摩甲斐国立公園の整備を行っています
　東京都環境局多摩環境事務所からの事業を受託
し、秩父多摩甲斐国立公園内西多摩地域の園地や遊
歩道、登山道及び都立公園の補修整備を行っていま
す。
　主な作業は、遊歩道や登山道横の枯れた木の伐採、
歩道上の枯れた枝の除去、指導標識の更新、老朽化
した橋の補修等を行っています。また、御岳山周辺
の園地にある壊れたベンチやテーブルを来園者が安
全に利用できるように新しくする作業も行っていま
す。
　作業中、特に歩行者が通行する際には、作業を一
時中止し安全を最優先に行っています。
　また、ベンチやテーブルの設置は、重い材料を人
力で運搬しなければならない箇所が多いため、ケガ
や事故を起こさないように注意しています。
　作業は大変なことも多いですが、先日登山道わき
のハチの巣を撤去中に、登山者から「ありがとうご
ざいます。」と声をかけていただき、疲れたことも
忘れやりがいを感じつつとても嬉しく思いました。
　当組合では、これからも秩父多摩甲斐国立公園及
び都立公園を訪れた方が、安全に楽しく過ごしてい
ただけるよう補修整備を行ってまいります。

枯れた木の伐採

テーブルの設置



東京都森林組合ニュース〈杣のみち〉　№58　2022.10 （3）

役員コンプライアンス研修会を開催
　９月７日、当組合の研修室において令和４年度
役員コンプライアンス研修を実施しました。
　講師には、株式会社クラウドデザインラボラト
リー代表取締役の荻矢　隆雄（おぎや　たかお）
氏を迎え、「ITを活用した組合経営」と題し講義を
行っていただきました。
　IT用語の基本的な説明から、ITのデジタル技術
を活用することでビジネスモデルを変革するDX

（デジタルトランスフォーメーション）の概念につ
いて例を挙げて講義いただきました。
　さらに当組合で取り組んでいる、クラウドを活
用した業務改善内容や進捗状況について具体的に
取り上げていただきました。役員からはクラウド
サービス提供業者の選択判断についての質問も挙
がり、有意義な講義となりました。

令和５年度東京都林業関係予算等に
関する要望書の提出

　令和４年９月８日・９日に東京都議会の各政党
へ「令和５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、大野部長、（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６
名が出席し、新たな要望項目として「ナラ枯れ被
害対策の推進」と昨年度までの継続した要望を東
京都議会の各政党に対し行いました。

荻矢 隆雄氏

東京都教育庁の林業体験受け入れ

　令和4年8月8日・9日の2日間、都立高校の学生を
対象とした林業体験の指導を当組合職員が行いま
した。
　この取り組みは、東京都教育庁が進めている「東
京の教育資源（森林・林業）を活用した教育活動
推進事業」の一つであり、講義と安全講習（1日目）、
下刈り体験（2日目）の内容で実施しました。
　初日に参加した８名は青梅市内の亀の井ホテル
で東京の森林・林業についての講義を受けた後、
翌日の下刈り作業に備えてかなり早く就寝したよ
うです。２日目は早朝6時に集合し、各班の指導職
員から道具の扱い方や作業について指導を受け、
皆さん真剣に下刈りに取り組んでいました。
　当日は気温30度を超える中、熱中症対策を取り
つつ、無事に作業を終えることができました。
　今後も当組合は森林・林業での体験を通して、
若い世代に興味を持ってもらう機会を提供してま
いります。

職員による指導の様子
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インターンシップを受入れました

　8月29日から9月2日までの5日間、当組合でインタ
ーンシップの受け入れを行いました。対象者は中央
大学４年生の市川和祈（いちかわ　やすき）君です。
　１日目　 東京の林業の現状、組合の概要等、各部

署の業務内容
　２日目　 森林循環促進事業の下刈現場(あきる野市

深沢)、シカ柵設置現場(青梅市沢井)
　３日目　 事業所の業務内容(奥多摩・檜原)、森林

循環促進事業の主伐現場(青梅市柚木)
　４日目　 森林経営効率化事業(境界明確化)、集約

化施業地(檜原村人里)
　５日目　 販売加工所の業務内容(檜原村)、研修報

告　等

　インターンシップを終えて、これまで表面的にし
か見ることができていなかった「林業とは何か」・「森
林組合とは何か」について学ぶことが出来たとの感
想を頂きました。
　短い期間でしたが、これからも積極的にインター
ンシップを受け入れ情報発信に努めてまいります。

大久野中　職場体験学習受入れ

　去る9月15日、16日の2日間、日の出町大久野中
学校2年生の藤川界渡（ふじかわ かいと）君と籾
井雄太（もみい ゆうた）君の2名を受け入れ、職
場体験を実施しました。
　1日目は青梅市平溝林道沿いの作業現場で霧雨の
中下刈り作業を行い、2日目はガイダンスの後、檜
原加工所にて業務用工具を使用して工具箱を作成
しました。
　一生懸命に釘を打つ藤川君、慎重に採寸し作業
する籾井君、それぞれの個性が現れたモノ作りを
体感していました。
　今回の職場体験を通じて、森林・林業に触れる
貴重な体験であったと感じてもらえたことでしょ
う。今後も将来の林業従事者の育成のために、体
験学習の場を提供してまいります。

1日目の下刈作業の様子
下刈作業の様子

毎木調査の様子 2日目の加工所作業の様子
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森林
も り

贈 1りものからの
多摩産材を使った看板 好評作製中！
　当組合では、多摩産材を使用した各種事業用の
木製看板を製作しています。
　レーザー彫刻をした後に文字へ色を入れるタイ
プ、アルミ複合板を貼り付けるタイプなど、ご予
算に応じて様々な仕様に対応しております。
　今年度、２ｍ程度の長さでも彫刻可能な新しい
レーザー加工機を導入し、今まで以上に大きなサ
イズの看板を作成できるようになりました。

　また、当組合檜原加工所の看板も新しく作製し
直し、初めてご来所される方にもわかり易い看板
となりました。お近くにお越しの際は是非ご覧く
ださい。

　これからも、お客様のご要望にお応えして、作
製して参りますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

森林
も り

贈 2りものからの
「とうきょうの木」愛称マークを印字した
木製品の取扱い開始
　本年7月より「東京の木多摩産材」の愛称【とう
きょうの木】のロゴマークを印字した木製品の取扱
いを開始いたしました。
　首掛けタイプのカードケースや名札立て、木工小
物・贈答品に至るまで様々な製品に印字し商品化し
ています。
　これからも愛称マークを取り入れた商品展開を広
げて「とうきょうの木」の認知度向上とブランド力
の強化、多摩産材の利用拡大を進めて参ります。

ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
印
字
し
た

木
製
品
の
数
々



東京都森林組合ニュース〈杣のみち〉　№58　2022.10（6）

　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６日(火)　午後１時より（予定）
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会議

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
 お申込みください。
  Web会議希望の方はメールアドレス

及びPC環境等が必須となります。
応募締切 １１月１８日(金)
  申し込まれた方には後日連絡いたし

ます。ご相談お待ちしています。

JAPAN ReWOOD  
WOOD COLLECTION2022に出展

　東京都主催のJAPAN ReWOOD WOOD COLLE 
CTION2022が令和4年8月24日～ 26日の3日間、東京
都立産業貿易センター浜松町館2階展示会場におい
て開催され、当組合も出展いたしました。
　当組合が出展しましたブースでは「とうきょうの
木」を活用した木製横断抑止柵や、治山工事に使用
する土留用資材のユニット式木製枠、木製車椅子な
ど各々実物を展示し、官公庁や設計事務所など多く
の来訪者の方々に多摩産材製品の良さを体感いた
だき好評を得ることができました。

人事異動について

　令和4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
ので引き続きよろしくお願いいたします。
異動
役 職 氏 名 異動後 異動前
調査役 安村　毅 森づくり推進部 総合企画部

法務・税務相談会を開催します!!無料

開会式の様子

当組合の出展ブースの様子
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SGEC/PEFCジャパン
小花粉スギ植樹祭

　秋の気配漂う10月15日、青梅市梅郷四丁目にて
SGEC ／ PEFCジャパンの植樹祭イベントが開催さ
れ、当組合から植栽の指導員として6名が参加しま
した。
　当日は一般参加者、来賓、主催者など43名の方が
参加され、5班に分かれて植栽方法や苗木をシカか
ら守る単木ネットの説明・指導を行いました。ファ
ミリーや企業の同僚の方々などが、仲良く一生懸命
に作業をして、100本の少花粉スギの苗を植樹する
ことができました。
　最後に当組合で製作設置をさせていただいた、記
念の標柱の周りで集合写真を撮って終了しました。
　今回の会場をご提供いただいた山主の青木雅孔
様、当日も植樹場所まで足を運んでいただき大変あ
りがとうございました。

ひので観光＆物産フェアへ参加

　10月16日に開催された、ひので観光＆物産フェ
アへ参加いたしました。
　イオンモール日の出の西側駐車場に設置された
会場には、日の出町内及び近隣の飲食店や団体が
多数出店し、フリーマーケットも開かれました。
　当組合は会場入り口横のブースで多摩産材を加
工したコースターや鍋敷き、イチョウのまな板な
どの販売と木工クラフト体験を行いました。
　クラフト体験では、テーブルに用意したどんぐ
りや豆類が使い放題とあって、保護者もお子さん
と一緒に楽しんでいただけたようです。
　コロナ禍で約3年ぶりの開催となった今回のイベ
ントですが、多くの人で賑わい、「とうきょうの木」
をPRすることができました。

標柱を中心に記念撮影

植栽中

指導員の説明の様子

出店ブース

クラフト体験の様子
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各種の事業に関するお問い合わせ先

購買品・組合員手続・森林保険・賦課金等
総務管理部　☎042-588-7963

森林整備・森林経営計画・境界明確化等
　　　森づくり推進部　☎042-588-5646

木材加工品・ホームページ・本紙等
総合企画部　☎042-588-5657

原木市場だより 
多摩木材センター協同組合（令和4年10月）

　3月からのウッドショックの再燃（ロシアのウク
ライナ侵攻による）は、5月まで続きましたが6月
以降は落着き、夏場の丸太の品質低下も加わり、
スギ、ヒノキともに安値で推移しました。さらに、
入荷量も減少したことから、8月25日の全売上金額
は昨年度から今年度にかけての最低額となりまし
た。ヒノキの柱材（3m、16 ～ 18cm）の平均単価
も7月から2万円を割り込んでいます。

（直近市売りの実績）
4月25日 5月25日 6月24日 7月25日 8月25日 9月26日

売上金額
（千円） 10,687 10,852 8,419 7,203 5,574 7,389

取扱量
（㎥） 759 790 646 566 431 564

平均単価
（円/㎥） 14,081 13,739 13,033 12,726 12,933 13,101

（直近市売りのスギ・ヒノキの平均単価と取扱量）
4月25日 5月25日 6月24日 7月25日 8月25月 9月26日

スギ
（円/㎥）

11,992
424㎥

12,655
500㎥

12,708
340㎥

12,142
333㎥

12,131
181㎥

11,125
275㎥

ヒノキ
（円/㎥）

18,826
267㎥

18,390
213㎥

14,480
255㎥

15,206
183㎥

15,609
185㎥

16,171
250㎥

（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/㎥）
4月25日 5月25日 6月24日 7月25日 8月25日 9月26日

26,160 26,691 23,357 19,820 19,544 19,817

日付 行事 場所

11月 5日㈯〜 6日㈰ 日の出町産業まつり 日の出町民グランド

11月 6日㈰ 青梅市産業観光まつり 青梅市役所

11月12日㈯〜13日㈰ あきる野市産業祭 秋留台公園

11月16日㈬〜17日㈭ 多摩産材利用拡大フェア 新宿NSビル

11月19日㈯〜20日㈰ 八王子いちょう祭り 甲州街道沿い・都立
陵南公園

11月25日㈮ 期中監事監査 東京都森林組合本所

11月28日㈪ 木材利用部会 東京都森林組合本所

12月 2日㈮ 第4回理事会 東京都森林組合本所

12月 6日㈫ 法務・税務相談会 東京都森林組合本所

12月16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

 1月30日㈪〜 2月 1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

11月〜 1月の組合関係行事（予定）


