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議案は、 

「第１号議案 平成２１年度事業報告書、貸借対照表、 

 損益計算書、剰余金処分案承認の件」 

「第２号議案 平成２２年度事業計画設定の件」 

「第３号議案 成２２年度貸付金の最高限度を定める件」 

「第４号議案 平成２２年度貸付金利率を定める件」 

 平成22年度通常総代会が5月31日(月)午後2時より林業総合センター(金沢森林組合本所)にて、

石川県県央農林総合事務所の菅野所長様、金沢市の米林産業局担当局長様をはじめ多数のご来賓

をお迎えし、総代200名中137名(内議決権行使書面47名)の出席を得て開催されました。 

「第５号議案 平成２２年度借入金の最高限度を定める件」 

「第６号議案 平成２２年度役員報酬を定める件」  

「第７号議案  平成２２年度余裕金預入先承認の件」  

でいずれも原案通り可決・承認を頂きました。 

り、より早く正確に業績が把握できる体制

づくりにも取り組みました。 

結果として、平成21年度におきましては

事業収益が約12億5000万円で、純利益が約3

900万円と目標を大幅に上回る決算を達成す

る事ができ、今回も出資配当をさせていた

だくことに加え、新たに利用配当を導入さ

せていただくことと致しました。 

利用配当とは、事業に参加いただいた組

合員さんに対し、組合が得た利益の中から

割り戻しをさせていただく制度で、平成21

年度分につきましては環境基金事業につい

て実施させていただくこととし、今後各事

業に拡充させていただきたいと考えており

ます。 

これまで以上に各事業に積極的にご参加

いただければと考えております。 

平成22年度につきましては引き続き黒字

決算をめざすと共に、組合員の皆さんの利

便をさらに図って行きたいと考えております。 

今回の組合だよりでも、森林整備や境界

管理、また新しいホームページについてご

紹介をしておりますので、関心を持たれる

事業等がございましたら、ぜひ各支所の方

へご連絡をいただければと思います。 

今後とも、組合が常に黒字で健全経営が

できますよう、また組合員の皆さんにます

ます組合をご利用いただき、満足いただけ

ますよう役職員一同努力をしてまいります

ので、組合員の皆さんの一層のご協力をお

願いいたします。 

 門村組合長のあいさつ 
自分の森林の境界が明らかになることである

ということを理解いただき、組合員さんに積

極的に事業に参加していただくように取り組

ませていただきました。 

雇用情勢の悪化の中、緊急雇用事業にも積

極的に取り組み、４０人以上を緊急雇用し、

作業方法・安全確認の教育・指導を行い、組

合の業績につなげつつ、わずかなりとも雇用

状況の改善に貢献をさせていただきました。 

新たに指定管理をさせていただくこととな

った石川県森林公園については入れ込み数の

増大とコスト削減により、組合の増収・増益

につなげることができました。 

木材加工事業を行う宮野工場につきまして

は、土木資材の需要が減少する中、建築資材

の加工販売の増加により工場の稼働率をむし

ろ向上させ、赤字幅を大幅に減少させる事が

できました。 

毎月の支所長会議におきましては、事業の

進捗状況の確認、事業関係の情報交換及び組

合全体の課題を把握し、目標の達成と利益の

確保のために必要な事項を検討し、解決を図

ってまいりました。また、事業計画・事業方

針を部署の方針、個人の目標に落とし込み、

達成度合いに応じて部署もしくは個人の評価

を行う人事考課制度をスタートさせ、目標を

確実に達成するための体制づくりに取り組み

ました。 

会計処理についても、以前は支所間でばら

つきがありましたが、毎月、税理士の指導の

下、会計の勉強会もしくは会計担当者会議を

行い、科目・記帳方法の統一を図ることによ

平成20年４月１日に４組合の合併

により、当組合が発足致しましてか

ら2年が経過致しました。 

平成21年度の国内景気は、一昨年

のリーマンショックによる世界的規

模での金融危機の影響が尾を引き、

国内外の経済は引き続き厳しく、ま

た、国内ではほぼ半世紀ぶりに政権

交代が行われるなど激動の一年であ

りました。 

平成21年度の森林整備事業につき

ましては、各支所の事業担当者を集

めて打合せを行い、安全性と効率性

を重視した施業の進め方・発注金額

の統一化を図ってまいりました。山

林境界の明確化についても積極的に

取り組み、金沢市の境界確認事業を

中心に機器の増設・人員の拡充を行

うと共に、調査方法を確立し境界確

認面積を増加させています。 

組合員の皆さんにとって事業を行

うことが、山がきれいになると共に



山林境界測量についてご紹介します 

組合員様の重大な関心事であり、森林経営の重要課題である山林境界の明確化については、あらゆる事業についてGPS等を

駆使して境界測量を行いデータ化することにより、森林の整備時に同時に該当地域の境界を明らかにしています。 

測量方法 

１．基点の測点座標をGPSで計測します。 

GPSとは、衛星からの受信により、現在の位置を測定できる機器です。 

２．デジタルコンパスで境界を測量しながらPDAに転送し、ﾌﾟﾗ杭を打ち、杭の上にナンバープレートをつけます。デジタルコ

ンパスは、レザーを飛ばして測量点に立ててある反射板からの反射レザーで方位・斜度・距離を同時に測量する機器です。

PDAとは、携帯のポケットパソコンのことです。 

３．GPSとデジタルコンパスとのデータをそれぞれ直接、パソコンの測量ソフトに転送します。      

以前は、野帳に手書きをしてパソコンに手入力しましたが、機器間で、データーを直接転送する為、読み間違いや記入ミス

による問題は起こりません。また、その場で、測量に問題が無いかを確認できます。 

４．PDAに転送された測量データーをパソコンの測量ソフトに転送し、網目のような測量地図が作成されます。  

デジタルコンパス測量

測量方法
GPS

デジタル
コンパス

PDA

基点

プラ杭

パソコン

測量地図 



 金沢市では、放置され荒廃している森林の再生を推進するため、以下の森林整備を森林組合に委託して行う場合、 
負担する費用の一部を補助しています（民有林再生支援事業）。 
 補助を受けるには･･･ 

1.「ふるさとの森づくり協定」の締結が必要です。  
 
 
 

２．対象となる森林整備の主な内容は次のとおりです。 
■スギなどの人工林の間伐・枝打ち  
間伐（３６～８０年生）は費用の８０％まで、枝打ち（３１～８０年生）は６５％までを補助 
■老齢広葉樹の伐採 
大きくなりすぎた広葉樹林の若返りと、材の利用促進のために行う伐採費の８０％までを補助 
■荒廃した竹林の伐採 

  手入れが行き届かなくなって過密になったり、拡大したりした竹林を皆伐する費用の８０％までを補助 
■伐採木搬出路開設 
伐採した木材を林外へ搬出するため、林業用機械が走行する搬出路を開設する費用の８０％までを補助 

◇ それぞれの森林整備の内容によって、補助金額に上限があります。また、同じ整備内容であっても、対象となる森林の林齢  
   ･竹林の密度などによって補助金額が異なります。具体的な整備費用の見積りは森林組合へお問い合わせ下さい。 

◇ 整備実施にあたっては、対象の森林を所有する皆さんの同意が必要です。 

◇ 法人が所有または管理する森林は対象となりません。  問い合わせ先 

金沢市 森林再生課 (076)220-2217 

    ふるさとの森づくり協定とは 

◇ 金沢市と地域の森林所有者等で構成される団体との間で結ぶ協定をいいます。 

◇ 協定を締結した地域ぐるみで進める森づくりの取り組みに対して、金沢市が支援します。 

◇ 平成２２年５月末現在、１０１箇所の団体（町会、林産組合など）が、すでに協定を締結しています。お住まいの町
の協定の締結状況については金沢市または森林組合にお問い合わせ下さい。 

◇ 協定締結に必要な書類の作成にあたっては、金沢市と森林組合が必要に応じてアドバイスします。 

石川県森林公園へ行こう 

森林公園として全国屈指の規模を誇る石川県森林公園へ行っ

てみませんか？  

広大な森林と野鳥や昆虫が多く生息している豊かな自然を楽

しむことが出来ます。 

また、ショートゴルフ、パットゴルフ、アーチェリー、テニ

ス、フィールドアスレチック、ラジコンサーキット場等のスポ

ーツ施設、サル・イノシシ・シカなどがいる森林動物園、ボー

ト乗り場などで世代を超えた多様な楽しみ方ができます。 

また三国山キャンプ場やバーベキュー広場等のアウトドア施

設もありますので、金沢市内の医王の里キャンプ場・森のテラ

スとあわせて、こちらもご利用をお願いします。 

多数の皆様のご来園をお待ちしております。 
（平成21年より、当組合と森林公園地域振興会が共同で、指

定管理者として、石川県森林公園の管理を受託しています） 

   今年も森のテラスのシーズンがやってきました！ 

本格的な夏がすぐそこです。森のテラスで暑さを吹き飛ばしません

か？医王の里の「森のテラス」は標高５００ｍにあり市街より３～4度

は涼しい上、高原の風の中での生ビールはまた格別です。今年も手ぶ

らでバーベキューが楽しめるとあって、女性客を中心として例年以上

のお客様をお迎えすることができております。 

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1000円（１人前）からですべて北陸産の安心肉です。 

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/ 

   金沢市の森林づくり支援制度のご案内～金沢市より 



 森林整備事業に関する紹介、緑化木センターの入荷情報、組合の手続きに関する情報など組合員の皆様に役

立つ情報がいっぱいです。ぜひご覧下さい。http://www.kanazawa-forest.com/ 

 組合員の皆様へのお知らせ 

１．出資証券の電子化 

全国的な株券電子化（不発行）の流れの中で、金沢森林組合も平成22年４月1日受付分から出資証券の発行を廃止し、出資残

高をご案内する事務手続きに変更いたしました。現在お手持ちの金沢森林組合の出資証券は無効ですが、出資金の効力には何ら

影響なく、残高管理は厳格に行って参りますのでご安心ください。今後、出資配当金の支払時には、「出資配当金支払のご案内

」を組合員の皆様に送付し、出資残高と配当金額をお知らせいたします。なお、お手持ちの出資証券は、お手数ですが破棄もし

くは各支所へご返却いただきますようお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら最寄の支所へお尋ねください。 

２．相続加入等の手続きについて 

相続、委託継承(高齢のため権利を推定相続人に委託すること)、住所変更等に関する手続きをご希望の方、もしくはこれらの

手続きがお済みでない方は、お気軽に各支所にご連絡下さい。 

新組織図 

総  代  会 

本所 

 
参 与    森 健一  事業部長 高村 雅一 

総務部長   土山 誠  事業課長 河崎 仁志 

緑化推進課長 田谷光弘  

 代表理事組合長 門村 和永 

    理事会 

副組合長 丸山喜久雄 

副組合長 矢田 富郎 

副組合長 高崎 武義 

   監事会 

代表監事 丹羽 孝作 

  宮野工場 

工場長 高村雅一(兼) 

  金沢支所 

支所長 高村雅一(兼) 

  緑化木センター 

所長 倉田重雄 

  森本支所 

支所長 横山邦春 

   津幡支所 

支所長 横山邦春(兼) 

  かほく支所 

支所長 横山邦春(兼) 

緑化木
りょっかぼく

センターをご利用ください 

緑化木センターは、庭園・園芸に関する総合センターです。 

各部門をご紹介いたします。 

○販売部門 

花苗・庭木（苗木から成木まで）・果樹苗・園芸用品

・種・盆栽などの販売のほか、各種イベント・出張教

室などを開催しております。 

○リース部門 

観葉植物・松盆栽・コチョウランなどをリース（販売

）いたします。オフィス・店舗・ご自宅に緑の空間を

演出してみませんか？ 

○造園・エクステリア部門 

お客様のお庭のこと、何でもご相談ください。 

思い描く理想のお庭の設計・施工、年間管理作業

（剪定・雪つり・病害虫防除・施肥）等、当店ス

タッフ（有資格者）が親切・丁寧・専門的にアド

バイス致します。（相談・見積無料です。） 

皆様のお越しを心よりお待ちしております。       

            （緑化推進課 田谷
た や

） 

   新組合のホームページができました！ 
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