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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。

　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」による感染も3年目
の年を迎え、増加と減少を繰り返し第8波による感染
拡大で4年目の新しい年を迎えましたが、ワクチン接種
の進展により、重症化リスクも低減され、巷では、感
染症の分類を2類から5類への変更が議論されておりま
す。
　この様な中、昨年の2月24日にロシアによる隣国ウク
ライナへの軍事侵攻が始まり、現在も継続されている
ことから、様々な分野で徐々に影響が出始めておりま
す。
　特に、原材料の高騰や円安の影響により、物価が
上昇し企業や家計を圧迫している状況となっています
のが実情であります。
　一日も早く、新型コロナウイルスとウクライナへの軍
事侵攻の収束により、穏やかな日々が過ごせることを
願っております。

　また、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ことは、ご承知のとおりで
あります。
　一方、話題をスポーツ面に移しますと、2月に行われ
ました、北京冬季五輪で、日本代表は史上最多となる
18個のメダル獲得、プロ野球では、日本選手最多とな
るシーズン56本の本塁打を達成した村上宗隆選手は、
最年少での史上8人目となる三冠王となり、「村神様」
とも呼ばれ、流行語大賞にも選ばれると共に、メジャ
ーリーグの大谷翔平選手が二刀流で前年に引き続き大
活躍された年でもありました。
　更には、カタールで開催されましたサッカーW杯で
は、強豪ドイツ、スペインを撃破し、決勝トーナメント
に進み、クロアチアにPK戦で惜敗し、念願のベスト8
には進出できませんでしたが、円安や物価高を始めと
する世界的な景気収縮等による閉塞感が漂う中、日本
人アスリートの様 な々スポーツ分野での活躍により勇気
付けられた一年であったのではと思っております。

令和5年　年頭ご挨拶 木　村　康　雄代表理事
組 合 長

鳳凰三山（観音岳）より富士山を望む
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　また、令和4（2022）年は、既にご案内のとおり平
成14（2012）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年という節目の年でありました。
　本来であれば、合併20周年記念事業を展開すべき
でありましたが、「新型コロナウイルス」の感染拡大に
より、世界的なパンデミックとなり、未だ収束の兆しが
も見えない状況等を鑑みて様子見状態でありました
が、ワクチン接種の拡大により感染対策一辺倒から社
会経済活動への転換等を踏まえ、今春の実施を目途
に、現在、検討を重ねているところであります。
　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を始め関係市町村
や関係諸団体等の皆様に支えられ、今日の森林組合
が存在しているものと改めて感謝を申しあげる次第で
あります。
　こうした中、当組合では、組合員の皆様との信頼関
係をより一層強固なものにしつつ地域の特性を生かし
た森林整備を行い、加えて、少子高齢化などの問題に
も対処しうる経営基盤の強化を図るために、全国の森
林組合系統運動に呼応して、第四次中期経営計画
「ACTIVE－50」を一昨年に策定し、様々な課題の達
成に向け、役職員が一丸となって取り組んでおります。
　この「ACTIVE－50」は、積極的（ACTIVE）な
行動を行うには、今後5年間の事業推進に向けてのポ
イントに、目標達成に向けての行動（Action）、様 な々
課題に対する挑戦（Challenge）、実現可能な目標
（Target）の設定、諸情報（Infomation）の活用、組
合員所有山林の価値（Value）の醸成、職員教育
（Education）の充実・強化を掲げるとともに、組合員
各位の負託に応えるために、基本施策で掲げた50の
個別課題の実現達成に向け「ACTIVE－50」と命名
いたしましたが、この中期経営計画の達成に向けては、
特に、事業継続計画（BCP）、各種データベースのクラ
ウド化、ペーパレス会議に向けてのタブレット端末の
導入、人材育成計画に基づいた研修や適正な人事考
課の実現等を含め職員の意識改革を行い、「安全第一」
を旨とした施業、業務の効率化に向けた「コスト削減」
に鋭意取り組み、組合員各位の負託に応えるべく森林
組合としての存在意識の発揚を図り、組合運営に邁進
してまいる所存でありますので、引き続きご厚誼を賜り
ますようお願い申しあげます。
　結びに、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5年 年頭御挨拶

　年頭に当たり、謹んで新年のお慶びを申しあげます。
　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、厚く御礼申しあげます。
　さて、昨年も集中豪雨等により全国各地で災害が発
生しました。被災された方々に衷心よりお見舞いを申し
あげるとともに、森林組合系統が一丸となって、復旧・
減災の取組に尽力することを改めて決意する次第で
す。また、新型コロナウイルス感染症については、感
染対策から社会経済活動との両立への転換が進めら
れているところですが、昨年末より新たな感染拡大が
始まっており、ウクライナ情勢を始めとした世界情勢の
混迷と合わせて、経済への影響が懸念されるところで
す。
　その一方で、SDGsやカーボンニュートラル社会の理
念の広がりを受け、森林の多面的機能の発揮への国
民の期待が高まっており、森林組合系統に対しては、
地域の森林管理の担い手として、森林資源の適正な
管理や循環利用に向け中心的な役割を発揮すること
が求められています。
　そのような中、森林組合系統では、一昨年の秋に
決議した「JForestビジョン2030」に基づき、系統各
組織において、10年後の夢・目指す姿を策定し、地
域森林の適切な利用・保全と林業経営のさらなる発展
に向けた取組を本格展開しているところです。
　関連して、弊会が事務局を務める「林業技能向上セ
ンター」は昨年9月に任意団体から一般社団法人となり、
林業に関する技能検定制度の構築に向けた取組を加
速しております。技能検定制度の創設により、現場技
能者の所得向上や作業環境の改善が図られ、ひいて
は業界全体の課題である労働力不足の解消につなが
るよう取組を進めて参ります。
　また、昨年6月には森林・林業・木材関係6団体とと
もに、国産材の安定供給体制の構築に向けた「共同
行動宣言」を行いました。この共同行動宣言では、「時
代の要請に応える国産材の安定供給体制の構築に向
けて」をテーマに、日本の森林が健全な姿で次世代に
受け継がれていくため、持続性の確保された国産材の
原木及び製品の生産・流通・利用と国産材シェアの拡

中　崎　和　久

全国森林組合連合会
代表理事会長
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令和4年度JForest
全国森林組合代表者大会 開催

功労者表彰並びに地元選出国会議員への
政策・税政要望について
　令和4年10月25日に、全国森林組合連合会による
令和4年度JForest全国森林組合代表者大会が開催
され、功労者表彰の現場技能者代表として、当組
合の三浦孝行副考査役（森づくり推進部）が全国
森林組合連合会会長より表彰されました。
　また、同大会におきまして「令和5年度林業政策・
予算に関する要望」が決議されましたが、地元選
出の国会議員への要請活動につきましては、本年
も新型コロナウィルス感染症拡大の影響に鑑み決
議された要望書を送付しました。
　
＜予算要望の主な項目＞
１．�カーボンニュートラル・国土強靭化に向けた

森林整備・保全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供給・

利用促進等
４．森林環境譲与税の活用促進
５．林業及び山村振興等に必要な林業税制の改正
６．激甚な災害からの復旧・復興

大に向けて、生産者と需要者が一体となり実現を目指
すこととした画期的なものであり、主旨の実現に向け
協力体制の構築に注力して参ります。その他、昨年8
月には韓国山林組合中央会と事業協力協定を締結し、
林業政策や技術者育成に関する情報共有等、相互発
展に向け協力を深めることとしました。早速、韓国の
山林組合視察団による日本の森林組合、森林組合連
合会への視察が行われ、今後も様々な連携を進めて
参ります。
　さらに、新たな取組として、カーボンニュートラル社
会への貢献を目指し、農林中央金庫とともに、森林組
合系統における森林由来クレジットの円滑化に向けて
サポート策の検討を進めています。
　今後も、弊会では系統関係者及び関連団体ととも
に、森林資源の循環利用を通じた「グリーン成長」の
実現、人材の確保・育成、林業労働安全、国産材利
用促進等に向け、役職員一同精進する所存ですので、
今後とも倍旧のご指導、ご協力を賜りますようお願い
申しあげます。
　結びに、本年が皆様にとって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5年度　小池東京都知事への
林業関係予算要望

　令和4年12月16日、東京都庁第一本庁舎7階中会
議室におきまして、当組合の木村組合長、山﨑副
組合長、大野森づくり推進部長、矢部総務管理部
次長を始め、（一社）東京都森林協会三谷会長、東
京都治山林道協会柴田専務、東京都素材生産組合
塩野会長の計7名で、小池東京都知事に対し、令和
5年度林業関係予算要望書を提出し、木村組合長よ
りその内容について説明を行いました。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、1年
ぶりに小池知事へ直接東京都予算編成に伴う要望
書を提出し「森林の整備と林業・木材産業の振興」
等につきまして要望してまいりました。

法務・税務相談会を開催しました

　令和4年12月6日、当組合本所（日の出町）にお
きまして、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
曜子先生に、山林に関する相談２件にご対応して
いただきました。
　今回は税務相談のご要望がありませんでしたが、
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。
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第45回全国育樹祭（大分県） 開催！

　令和4年11月12日・13日の2日間にわたり、大分県
におきまして「豊かなおおいた�森を育み�木と暮ら
し」をテーマに、秋篠宮皇嗣同妃両殿下のご臨席を
仰ぎ、第45回全国育樹祭（大分県）が開催されました。
　今回の全国育樹祭は、記念すべき第1回の全国育
樹祭（昭和52年）が開催された大分県におきまして
2度目の開催となり、お手入れ行事は平成12年に大
分県県民の森�平成森林公園おきまして天皇皇后両陛
下（現上皇上皇后両陛下）が植えられた樹木に対し
施肥などのお手入が執り行われました。
　11月12日、メイン会場となった「昭和電工武道ス
ポーツセンター」に到着した際は、あいにくの荒天
でしたが、式典が始まるころには雨も上がり、青空
も見え隠れしているなか、秋篠宮皇嗣殿下より「本
大会を1つの契機として、豊かな森林を育む心がさ
らに広がり、森林からの恩恵である木材を暮らしの
中に活かす木の文化が、ここ大分の地から全国へと
展開していくことを祈念し、わたくしのあいさつと
いたします」との、おことばを述べられていました。
　その後、各種表彰、緑の少年団活動の発表、メイ
ンテーマアトラクション、大会宣言等と大分県にお
ける文化や風土、取り組みなどが紹介され会場も大
いに盛り上がり、全体を通じてスマートで素晴らし
い式典となりました。

1
「中央区の森」をご存じでしょうか
　中央区では地球温暖化対策として、檜原村におき
まして森林保全活動を行う「中央区の森」事業を実
施しています。
　「中央区の森」は檜原村内に４地区あり、そのう
ち３地区は当組合が平成24年度から森林整備委託を
受託し、再造林・下刈・間伐・枝打の作業を進めて
おります。矢沢地区におきましては、前年度までに
スギ材の搬出を行った施業地において、令和４年度
はカツラやイヌブナなどの広葉樹を植栽し、檜原村
に本来ある自然豊かな森を育む活動をスタートした
ところです。
　また、先日はオンラインで中央区内の小学校の授
業に参加し、現在の「中央区の森」の状況報告や、
質問などにお答えいたしました。コロナ禍で、現場
に来ていただくことはまだ厳しく限定的ですが、近
い将来西多摩地区の山林を肌で感じていただけるよ
う、コツコツと山づくりをすすめてまいります。

お手入れ道具

矢沢地区正面写真

植栽状況

会場の様子
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森林
も り

贈 1りものからの
青梅市なちゃぎり林道工事に『高耐久木製枠』
採用
　当組合と㈱コシイプレザービングが協定を締結
し製作している多摩産材を加工した「高耐久木製
枠」が、今年度東京都が所管する青梅市なちゃぎ
り林道災害復旧工事の林道法面土留工用材として
採用され、施工業者である五大機工㈱が現地で施
工し設置されました。
　この製品は独自の木材保存技術である前処理（イ
ンサイジング処理＋圧縮処理）を施した後、木材
保存剤を加圧注入し、これまでの木製枠よりさら
に耐久性を高めています。

設置の完了した「高耐久木製枠」（青梅市成木）

O＆Dウッドユニット式 ｢高耐久木製枠｣（単体）

　施工延長約159mにわたり整然と設置がなされた
383基の「高耐久木製枠」は、周辺の森林に溶け込
み斜面を補強しています。
　今後も地元で育んだ多摩産材を有効活用し、自
然環境に調和した様々な土木構造製品等を提供し、
森林保全活動に取り組んでまいります。

組合ブース

森林
も り

贈 2りものからの
多摩産材利用拡大フェア2022に出展
　令和4年11月16日・17日の2日間にわたり、新宿NS
ビル地下1階大展示ホールにおきまして、（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2022が開催され当組合も出展いたしました。
　ブースでは、斜面の補強や災害復旧工事で活用さ
れている「高耐久木製枠」や都内各所で好評いただ
いている「木製横断抑止柵」をはじめ、「多摩産材
製車椅子・自転車」など、多摩産材を有効活用した
製品を展示しました。
　東京都をはじめとする官公庁や設計事務所のエン
ジニア・学生・教授など多くの方々が来訪され、多
摩産材製品の実物に触れ、その有用性を体感いただ
き好評を得ることができました。



東京都森林組合ニュース〈杣のみち〉　№59　2023.1（6）

大久野中学校　林業体験学習

　令和4年12月8日、日の出町立大久野中学校の2年
生を対象とした林業体験学習を、日の出町自然休
暇村さかな園横の山林で行いました。当日は48名
（男子22人、女子26人）の生徒が参加し、スギの間
伐を体験しました。
　日の出町在住で当組合の堤指導員から間伐の目
的等について説明が行われた後、希望した生徒達
がスギの木へのロープの設置、離れた場所への滑
車の取付、ノコギリの切り込みを実際に体験しま
した。生徒からは「隊長！隊長！」の掛け声や「ノ
コギリは（刃を動かす）スピードじゃない」など
の応援の声が飛び出していました。
　最後に、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、見事に狙った方向に伐倒し、
生徒からも歓声が上がりました。

体験学習の様子

お礼状

　後日、昨年9月に職場体験に来た藤川君、籾井君
をはじめ、13名の生徒から組合宛てにお礼の手紙
をいただき、職員一同の励みとなっています。
　今後も地元の体験学習の受け入れを通して、地
域との交流を図ってまいります。

講義の様子

枝打作業の体験

令和４年度インターンシップ

　令和4年11月10日・11日の２日間にわたりインタ
ーンシップの受入れを行いました。対象者は東京都
立多摩高等学校１年生の２名です。
 １日目　・�東京都森林組合の概要、東京の林業の

現状説明
 　　　　・枝打、除伐作業の体験等
 ２日目　・�森林循環促進事業の主伐現場（八王子

市上恩方）の見学
 　　　　・�販売加工所（檜原）にて加工品の制作

体験等
　～インターンシップを終えて～
　なかなか体験できない主伐現場で稼働していたハー
ベスタ（高性能林業機械）の「動き」や「役割」、また
森林施業における注意事項等の説明を行い、少しでも
森林に対する理解が図られればと願っています。
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秋のイベント実績

　新型コロナウイルスの影響により自粛されてき
ました秋の各種イベントは、世界的にも感染対策
方針が緩和されたことにより各地で開催の運びと
なり、当組合も右記記載のイベントに参加いたし
ました。
　3年ぶりに開催された産業祭では毎年来場されて
いる方々から『楽しみにしていた』等のお声がけ
をいただき、また初めての参加となりました「第
43回八王子市いちょう祭り」では、江戸時代の関
所になぞらえたスタンプラリーで使用する通行手
形の製作体験に、焼印を取り入れるなど新たな取
り組みを行いました。
　今後も、微力ながら地域と連携したイベントを
通じて、東京の森林や木材利用等に関する情報を
発信してまいります。
　当組合ホームページのイベント参加実績でもご
紹介しておりますので、ぜひ御覧ください。

イベント名 開催日 場　所

日の出観光
&物産フェア 10/16㈰ イオンモール日の出

東京農林水産
フェア 10/22㈯ （公財）東京都農林水産

振興財団（立川市）

第37回奥多摩
ふれあいまつり

10/29㈯
　～ 30㈰ 奥多摩総合運動公園

第34回日の出町
産業まつり

11/5㈯
　～ 6㈰

日の出町民
グラウンド

第26回あきる野
市産業祭

11/12㈯
　～ 13㈰ 都立秋留台公園

味わいフェスタ
2022 豊市

10/28㈮
　～ 30㈰

がすてなーに
ガスの科学館（豊洲）

第43回八王子
いちょう祭り

11/19㈯
　～ 20㈰ 都立陵南公園

焼印製作

丸太切り体験

今後の意向等調査実施のお知らせ
東京都並びに八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、奥多摩町、檜原村より

　令和4年8月に東京都森林協会より発行しました第
10号（森と私たちの暮らし）で、「森林経営管理制度、
森林環境譲与税について」（内容等本誌にて確認し
て下さい）のご案内がありました。
　この制度は、平成31年度より国の新たな森林管理
システムに基づき開始されたものです。
　東京都におきましては、令和3年度より本制度に基
づき、森林を所有している皆様に市町村より森林管
理の状況や今後の意向等について調査が実施され
ています。

　当組合におきましては本制度協議会の一部の事務
を受託し実施しておりますが、本意向調査は個人情
報の取り扱いにより、関係市町村が調査対象森林を
決定し郵送されます。
　この意向調査実施に伴い、これまで当組合と長期
受委託等により森林整備をおこなっている組合員の
皆様にも調査等が郵送される場合があります。
　内容等について、不明な点等ございましたら当組
合までご連絡をいただきますようお願い申しあげます。
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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5年1月）

　ウッドショックの落ち着きと夏場の品質低下で7
月から9月にかけて安値で推移しましたが、10月以
降は、スギ、ヒノキともに高値が戻ってきました。
特にヒノキは取扱量が少なかったため高値となり
ました。そのため、11月、12月の全売上金額は
1,000万円を超え、ヒノキの柱材（3m、16 ～ 18cm）
の平均単価も10月以降は高値を付け、12月には3万
円を超えました。

（直近市売りの実績）
7月25日 8月25日 9月26日 10月25日 11月25日 12月26日

売上金額
（千円） 7,203 5,574 7,389 8,981 11,136 10,561

取扱量
（㎥） 566 431 564 595 697 660

平均単価
（円/㎥） 12,726 12,933 13,101 15,100 15,988 15,991

（直近市売りのスギ・ヒノキの平均単価と取扱量）
7月25日 8月25日 9月26日 10月25日 11月25月 12月26日

スギ
（円/㎥）

12,142
333㎥

12,131
181㎥

11,125
275㎥

13,502
395㎥

13,895
496㎥

14,726
493㎥

ヒノキ
（円/㎥）

15,206
183㎥

15,609
185㎥

16,171
250㎥

21,452
152㎥

26,259
141㎥

27,951
93㎥

（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/㎥）
7月25日 8月25日 9月26日 10月25日 11月25日 12月26日

19,820 19,544 19,817 28,718 27,245 32,210

日付 行事 場所

2月17日㈮ 木材利用部会 東京都森林組合本所

3月 6日㈪ 第5回理事会 東京都森林組合本所

3月17日㈮ 森林整備部会 東京都森林組合本所

3月31日㈮ 現物・棚卸監査 東京都森林組合本所・
各事業所

4月 3日㈪ 令和5年度 事業進発式 東京都森林組合本所・
各事業所

4月12日㈬ 合併20周年記念式典等 秋川きららホール

4月17日㈪ 経営管理部会 東京都森林組合本所

2月〜 4月の組合関係行事（予定）

AED（自動体外式除細動器）の設置

　東京都森林組合では職員を始め、組合員、地域
住民の方々の安心・安全のため本所並びに各事業
所にAED※を設置しております。
　営業時間内であれば一般の方のご使用も可能で

すので、万が一の
事態が起きた際に
はお問合せくださ
い。

AED

電話番号変更のお知らせ
当組合各部署の直通電話番号が一部変わりました

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　☎042-503-1046

木材加工品・ホームページ・本紙等
総合企画部　☎042-503-6586

※�AED（Automated�
External� Defibri�
llator）とは、自動
的に心電図を解析
し、けいれんして
血液を流すポンプ
機能を失った心臓
に対して、電気シ
ョックを与えて正
常に戻すための医
療機器です。


