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〒920-1301金沢市永安町77番地
電話 076(229)1131
Fax 076(229)1083

Email office@kanazawa-forest.com

合併推進協議会の経過について
これまでの協議で合意された事項は以下
の通りです。

合併についてのQ&Aコーナー
Q: なぜ合併するのか？

昨年4月に設立した金沢・河北地区森林
組合合併推進協議会では、今日に至るま
でその組織のあり方や事業の方向性につ
いて慎重協議を重ねて参りました。
またそれぞれの関係者に対する説明会
を完了し、来る10月19日にホテル日航金
沢にて山出 保金沢市長をはじめ４首長の
立会のもと合併予備調印式が執り行われ、
11月17日には最終的な合併決議をすべく
臨時総代会が開催される予定です。

合併目標日：平成２０年４月１日
A: 森林組合の組織経営基盤を強化し、
将来にわたり地域の森林を守り育て、
合併の方法 ：新設合併
森林組合員に対するサービスの向上
新組合の名称：金沢森林組合
を図るために合併を進めています。
組合員の資格：地区内の森林所有者で所有
面積の要件を設けない
Q:合併のメリットは？
本所：金沢市永安町77番地に置く
A: １．事業区域の拡大により安定した組
支所：金沢市、かほく市、津幡町に置く
合事業が確保されます。
出資一口金額：１,０００円
２．優れた人材の確保が可能になり、
組織体制：理事２０名、監事４名
積極的な事業推進とサービスが可
理事数：金沢９・森本４・津幡５・かほく市２
能になります。
３．作業班の充実及び高性能林業機
監事数：金沢１・森本１・津幡１・かほく市１
械の活用により生産性の向上が図
役員の任期：３年
られます。
（ただし設立時の任期は1年とする）
４．小規模な森林造成事業から多角
総代会制の採用（総代数：２００名）
的な事業への参入まで、幅広い対
総代数：金沢９５・森本４０・津幡４８
応が可能になります。
・かほく市１７

金沢森林組合５ｹ年計画（新組合の5ｹ年計画案です・事務所別）

金沢市

森本

津幡

かほく市

合計

売上
売上原価
管理費
営業損益
売上
売上原価
管理費
営業損益
売上
売上原価
管理費
営業損益
売上
売上原価
管理費
営業損益
売上
売上原価
管理費
営業損益

平成２０年度
590,000
471,800
110,000
8,200
301,950
219,300
81,000
1,650
182,400
127,700
49,000
5,700
66,900
40,000
20,000
6,900
1,141,250
858,800
260,000
22,450

（単位：千円）
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
595,000
600,000
605,000
610,000
475,800
479,800
483,800
487,800
110,000
110,000
110,000
110,000
9,200
10,200
11,200
12,200
300,100
292,500
291,400
285,900
216,600
212,900
210,400
207,300
79,700
78,500
77,300
76,100
3,800
1,100
3,700
2,500
176,500
166,900
165,700
157,200
121,800
113,500
111,000
103,800
48,500
48,000
47,500
47,100
6,200
5,400
7,200
6,300
64,000
63,100
57,000
57,000
38,000
37,000
34,000
34,000
20,000
20,000
20,000
20,000
6,000
6,100
3,000
3,000
1,135,600
1,122,500
1,119,100
1,110,100
852,200
843,200
839,200
832,900
258,200
256,500
254,800
253,200
25,200
22,800
25,100
24,000
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森林環境基金事業を進めていきます

石川県では、本年度から「いしかわ森林環境税」を財源とする
新たな取り組み（いしかわ森林環境基金事業）を開始します。
Q：目的は？
A：間伐などの手入れが遅れ暗くなった人工林を手入れし、林
内に光を入れることで下草や広葉樹が生い茂り、森林の公
益的機能が発揮されるようにすることです。
Q：個人負担は？
A：全額公費にてまかなわれますので、当面は負担金なく間
伐が実施できます。

Q:対象は？
A:国、県、市町、機構造林、森林整備法人の所有する森林
は対象外です。（市行造林、県行造林は対象外）
組合としては、県民一人一人から集めた貴重なお金を荒
れた森林の整備にむだなく活用したいと考えております。今
年度より５年間行われる予定で、今年度は奥山の方から進
めていきます。
今後、組合の方からも呼びかけ及びご説明を致しますの
で組合員の皆様のご協力をお願い致します。
（事業推進課 高村）

山村境界保全事業が行われます
高齢化及び森林の荒廃が進む山村においては、山林
境界の不明確化が進行していることが全国的にも問題に
なっております。
「自分の子供の世代になり、今より境界が不明確になる
と、さらに山に関心を持たなくなるのではないか」とのご心
配をされている方も多いのではないでしょうか？
当組合におきましては、昨年度の国土交通省の「山村
境界保全事業」のモデル地区に名乗りを上げ、住吉町、新
保町、清瀬町、坪野町、平栗町にて合わせて３００haの境
界測量を行い、山林境界保全のノウハウを蓄えることがで
きました。
さて、金沢市では来年度より同様の事業を実施しようと
いう計画があります。詳細はいかに期した通りです。先の８
月から９月にかけて、山林所有者の皆様の山林境界調査
についてのご感想を各町会ごとにアンケートの形でお聞か
せいただき、多くの方がこの事業に関心を寄せていただい
ていること、また多くの方からすすんで協力するとの返答を
いただけました。アンケートへのご協力本当にありがとうござ
いました。
今年度（平成１９年度）におきましては、アンケート結果に
基づき、事業の計画のための調査を進めさせていただきま
すので、その際はご協力をお願い致します。
（事業推進課 高村）

1.調査の趣旨
この調査は、山林地権者の高齢化や不在村化、山林の荒廃の進行な
どにより、中山間地域の山林において境界の確認が困難になってきている
ことから、その概ねの境界を保全することを目的として、平成20年度から金
沢市が実施する予定です。
実施にあたっては金沢市森林組合が受託し、概ねの位置および形状を
表す図面（素図）を作成します。
＊なお、この調査により算出されたデータは、現況の登記や課税などには
一切影響しません。
２．調査の実施期間と対象区域
平成20年4月～平成25年3月までの5ヵ年で金沢市の山林50k㎡（5,000h
a）を調査する予定です。
３．調査の進め方
①地元説明会
②現地立会いの日時を森林組合から山林地権者へ連絡・調整
③現地立会いにより境界を確認し、調査杭・基準杭（GPS）を設置
④調査杭をもとにデジタルコンパス＆レーザー距離計で現地測量
⑤作図（位置および形状の確定）
４．ご協力いただく内容
①境界確認の際には、できるだけ現地での立会いをお願いいたします。
②所有地立ち入りの許可をお願いいたします。
③調査杭・基準杭の設置許可をお願いいたします。
④現地調査の際の雑草木の刈り払いや立木などの枝払いの許可をお願
いいたします。
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金沢産材を工務店に販売しています
当組合では他の森林組合に先駆けて
高性能林業機械を駆使した素材生産シ
ステムの確立により、長伐期施業の間伐
材の搬出コストを大幅に削減することに取
り組み、市営造林の施業においても成果
を上げつつあります。
生産される材もこれまでの小径木中心
から中径木が中心となり、量も何倍にも増
えてきていること、丸太のまま市場や、ベ
ニヤ工場などに販売するだけでは、いつま
でたっても山元まで還元することが難しい
のが現状であるところから、金沢の材は金
沢で利用できるように、つまり生産された
材を加工することで付加価値を増大させ、
最終的に山元の皆さんへ利益を還元でき
るよう、まずは建築部材などの製品開発に
取り組んでいることを前回の組合だよりで
お知らせいたしました。

その後、今年度より金沢産材を土木資
材はもとより建築部材に加工し、金沢の工
務店に販売することに取り組んでまいりま
した。
おかげさまで、４月から８月までの間に
建築部材だけで２４００万円を超える売上
を計上することができました。
まだまだこれからではありますが、将来
的には組合員さんのご自分の木で、ご自
分の家の部材をつくれることを目指してお
り、今回の取組がその足がかりになればと
考えております。
（事業推進課 高村）

金沢産材のスギ集成柱材
10.5ｃｍ角・12ｃｍ角×３ｍ・６ｍ

「ぬくもりの木道づくり」が２７０ｍを達成しました
当組合が協力してまいりました「ぬくもり
の木道づくり」は、お年寄りや子どもたち、
車椅子利用者が気軽に森林を散策できる
ようにと２００５年１０月より医王の里でスタ
ートしました。
参加者の皆さんに、杉の間伐材製の長
さ２ｍ、幅２０ｃｍのボードを購入いただき、
思い思いの絵やメッセージを書いた上で、
間伐材製のレールに打ち付けていただい
て木の道をつくり、のばしてきました。

１年目は５０ｍ、２年目は１７０ｍまで、
そして３年目の９月１６日にファーストス
テップの「木もれびの道」２７０ｍが完成し
、セレモニーが行われました。
今後は金沢市のご協力を得つつ、当
組合が中心的役割を担いセカンドステッ
プの「ササユリの道」の完成をめざしてい
くことになります。

森のテラスが大人気です！
医王の里の「森のテラス」では眺望を
楽しめるカウンターコーナーを増設、雨
を防げるテントも追加しよしずで囲うこと
により、よりアットホームな空間が生まれ
、ご好評をいただいております。
今年は９月に入っても真夏の暑さが
続きましたが、市街より涼しく手ぶらでバ
ーベキューが楽しめるとあって、女性客
を中心に例年以上のお客様をお迎えす
ることができております。
今年のシーズンも残り１ヶ月余りとなり
ました。組合員の皆様も週末（平日でも

６名以上ならあらかじめ予約で利用でき
ます）は是非ご利用ください。
焼き肉セットは１８００円（２人前）からで、
すべて北陸産のお肉です。
ファミリー、カップル、団体（１００名まで）でも
楽しめます。
土曜、日曜、祭日の１０：００～１６：３０営業
平日は６名以上の予約でＯＫ。
夜９：３０まで可能。

詳細はhttp://www.iouzen.com/
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第22回百万石山まつりは10月7日（日）に開催されます
今回はキゴ山の緑地広場で農林産物の青空市はもちろん、もちつき、森の散歩、バルーン水ロケット発射体験など
バラエティ豊かな催し物でお届けいたします。
湯涌温泉無料券の配布やサザンカの苗木配布などもあります。是非お見逃しなく！
（詳細は別紙チラシをご覧下さい。）

秋の庭木即売会は１０月６日(土)･７日(日)･８日(月)です
いよいよ、秋の庭木即売会が開催されます。
今年は例年にまして庭木の品揃えも充実！
また、洋風のお家に似合う庭づくりをご提案するためのモデルガ
ーデンも完成し、初めてご披露致します。
また初めての試みで６日・７日は庭園内をライトアップし夜９時ま
で営業致します。
庭園内に３００個のキャンドルを設置し、昼間とは全く違う幻想的
な空間を創り出します。こちらも必見ですので、できれば何度もお
越しください。
（緑化木センター 倉田）

店内商品 全品１割引
・毎日先着２００名様粗品プレゼント！
・緑の相談コーナー（無料）
・うどんコーナー（１杯３００円）

・うめぼし、れんこんなど特産物販売
・１０月６日（土） チェンソー・草刈り機
無料整備会

完成したモデルガーデン

新しいガーデンライフを提案します
欧米諸国でもっとも注目されているガーデンスタイルの一つで、
花や野菜、ハーブ、果樹、樹木などを利用した、フランス語で「
ポタジェ」と呼ばれる、実用と鑑賞の両目的を兼ね備えた楽しく
家族が生活したくなる庭とそのライフスタイルです。皆様のライ
フスタイルにあったお庭とお庭の楽しみ方をイメージしていただく
ため、センター内にモデルガーデンを設置しました。
１．自分らしい庭を作る楽しみ
２．そだてて鑑賞する楽しみ
３．収穫して食べる楽しみ
そんな楽しみ方ができるお庭を作られてはいかがでしょう？

ポタジェのイメージ

予約先：金沢市大菱池町7-5 医王の里オートキャンプ場

緑化木センター店内

キャンドルのイメージ

モデルガーデン内部

TEL076-229-1312「医王の里オートキャンプ場森のテラス係」

