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門村組合長のあいさつ
合併による当組合
の発足から7年が経
過致しました。
平成26年度の我が
国経済は、昨年4 月
の消費税率引上げに
伴う駆け込み需要の
反動によりこのところ弱い動きもみられま
すが、緩やかな回復基調が続いているとさ
れています。また、北陸の企業の業況感は
北陸新幹線開業効果等から高水準で推移し
ているようです。
全森連においては、昨年10月に開催され
た全国木材産業振興大会において、全木連
との間で「木材需要の拡大なくして日本林
業の活性化は成しえない」という共通認識
のもと、全木連と全森連が従来の枠組みを
超えて連携し、木材を優先的に活用してい
く社会の実現を目指す「‘ウッドファース
ト社会’の実現に向けた行動宣言」を行い
ました。‘ウッドファースト社会’を実現
するとともに、森林の二酸化炭素吸収機能
の継続発揮や、木質バイオマス発電など増

大する木材需要へ対応するためには、齢級
構成の均衡のとれた人工林の造成が不可欠
です。しかしながら、人工林の齢級構成
は、林業経営の厳しい実情から森林所有者
の山離れが進んでいることもあり、若齢林
が著しく少ない歪な状態となっており、間
伐と併せて計画的な主伐・再造林を進め齢
級構成の平準化を図らなければなりませ
ん。このためには、境界の明確化や担い手
の確保、苗木の安定供給、獣害対策など解
決しなければならない課題が山積している
ことも事実ですが、将来に大きな禍根を残
すことのないよう、今から手を打たなけれ
ばならないと考えています。
また、5月17日には小松市の木場潟公園に
おいて天皇皇后両陛下ご臨席のもと第66回
全国植樹祭が執り行われました。「国産材
をはじめ森林資源を積極的に利活用してい
く」ことを基本理念として、森林資源を造
成・育成していく段階から利活用を通じて
整備・保全していく段階への転換を図る大
会となりました。
当組合では、平成26年度においても、各

事業所にて森林所有者の理解を得ながら事
業地を取りまとめ、森林経営計画の作成に
積極的に取り組みました。進捗状況の確
認、情報交換及び課題の把握に努め、目標
の達成のために必要な事項を検討し、早め
の解決を図ってまいりました。
結果として、事業総収益が12億9300万円
で税引後の純利益が4500万円の好成績で、
7期連続の黒字決算を達成する事ができま
した。
これもひとえに県・市・町を初めとした
関係者の皆様のご指導と組合員の皆様のご
協力のおかげと深く感謝申し上げますと共
に厚く御礼申し上げます。
今後におきましても、県・市・町と連携
しながら森林経営計画の作成を進める中
で、組合員の皆様の満足度を高めると共
に、現場管理の効率化を図ることで、引き
続き安定した健全経営が行えますよう役職
員一同努力をしてまいりますので、組合員
の皆様の一層のご協力をお願いいたしま
す。

全国植樹祭いしかわ２０１５開催
平成27年5月17日に第66回全国植樹祭が天皇皇后両陛下ご臨席
のもと開催されました。大会テーマは「木を活かし 未来へ届け
る ふるさとの森」で、全国から約1万人が参加しました。
記念式典では天皇皇后両陛下によるお手植え・お手蒔きが行わ
れました。金沢森林組合からもたくさんの職員が記念式典や植樹
のスタッフ、大会テーマ表現の出演者として参加しました。ま
た、会場内に設置された間伐材のプランターは金沢ウッドプラザ
(宮野工場)で作成されたものです。

天皇陛下お手植え

間伐材プランター

組合長が農林水産大臣賞を受賞されました
門村組合長が永年にわたり貢献してきた地
域林業の振興や後継者育成、自然環境の保
全、森林利用の新規開拓などの多岐にわたる
功績が認められ、平成26年度緑化功労者とし
て農林水産大臣賞を受賞し、上記の全国植樹
祭で授賞式が行われました。
門村組合長は昭和40年4月に金沢市森林組
合に奉職し、35年間にわたり組合職員とし
て、また、平成14年に森林組合長に就任し、
石川県森林組合連合会副会長、石川県山林協
会副会長、石川県環境審議会委員、石川の里

山生物多様性保全再生事業推進協議会委員、
NPO法人角間里山みらい理事、石川県林業労
働対策基金評議員、金沢林業大学校運営委員
などとして金沢森林組合のみならず、県内の
林業や自然環境に関わってきました。今回の
受賞は金沢森林組合の一員として、とても誇
らしいことだと思います。
なお、平成27年6月より石川県森林組合連合
会の会長に就任しました。組合長の受賞や会
長就任を契機として、役職員一同いっそうの
精進に努めて参ります。

県庁にて谷本知事への受賞報告
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5月29日に平成27年度通常総代会が開催されました
平成27年度通常総代会が5
月29日(金)午後2時より林業

「第１号議案 平成２６年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書、
剰余金処分案、注記表及び付属明細書について」

総合センター(金沢森林組合

「第２号議案 平成２７年度事業計画設定について」

本所）にて、石川県県央農

「第３号議案 平成２７年度貸付金の最高限度並びに貸付金利率

林総合事務所の奥本所長様

総代会の様子

を定める件」

をはじめ多数のご来賓をお

「第４号議案 平成２７年度借入金の最高限度を定める件」

迎えし、総代200名中169名

「第５号議案 平成２７年度役員報酬を定める件」

(内議決権行使書面59名)の

「第６号議案 組合員の除名について(特別議決事項)」

出席を得て開催されまし
た。第1号議案から第10号議
案について、いずれも原案

「第７号議案 定款及び役員選挙規程の一部変更について」
「第８号議案 平成２７年度余裕金預入先金融機関決定の件」
「第９号議案 役員改選の件」
「第10号議案 役員退任慰労金支給の件」

通り可決・承認を頂きまし
た。

余剰金の配当に関するお知らせ
第1号議案にて事業で得られた余剰金の一部を
出資配当・利用配当することが承認されまし
た。組合員の皆様には出資金残高計算書がお
手元に届きますのでご確認お願いいたしま
す。

☆出資配当 払込済出資金の2％
☆利用配当 該当事業収入の2％
尚、配当金は全額出資金・出資予約預り金と
させて頂くことを総代会で承認頂きましたの
で、ご了承願います。

役員が改選になりました
理事
1区(金沢南部)
代表理事組合長 1区(金沢南部)
2区(金沢中部)
1区(金沢南部)
2区(金沢中部)
門村 和永
2区(金沢中部)
3区(金沢北部)
副組合長理事
3区(金沢北部)
5区(津 幡)
3区(金沢北部)
矢田 富郎
4区(森
本)

北野
戸田
出口
浦
西村
山根
長田
出島
杉村

選挙管理者による結果報告

監事

代表監事
(森 本) 菊知

亮

俊一
一夫
秋一
和明
昇
久男
博
啓嗣
博

4区(森
本) 山本 建夫
4区(森
本) 森 潔
4区(森
本) 林 良雄
5区(津
幡) 英 良昭
5区(津
幡) 山﨑 兵孝
5区(津
幡) 坂本 章
5区(津
幡) 岡田 幸司
6区(か ほ く) 城村 孝一郎
6区(か ほ く) 宇野 順一
(金 沢) 長山
(津 幡) 大澤
(かほく) 金田

一男
松夫
和夫

津幡事業所とかほく事業所が１つになり、移転します
津幡町種地区に津幡事業所とかほく事業所を
統合し、河北支所として移転する準備を進め
ています。組合員の皆様にはご迷惑をおかけ
することもあるかと思いますが、より迅速に
ご要望にお応えできるよう従業員一同努めて
河北支所(改装前)
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参りますので、ご協力よろしくお願いいたし
ます。

河北支所およその位置図
津幡事業所管内とかほく事業所管内のほぼ中心
に位置します

第８号

金沢森林組合員の皆様！
所有の森林を何とかしたいとお考えの方は、私たち地元の金沢森林組合にご相談下さい。

間伐や枝落し
がされてなく、
暗いスギ林
なんだけど…

先祖の山を
何とかしたい…

ジャングルのような雑木林
自分では
森林整備が
できなくて…

荒れた竹林で
手がつけられ
ない。

ジャングルの
ような雑木林を
若返らせたい…

森林整備の
補助金があるって
聞いたけど…

間伐されていないスギ林

金沢森林組合の森林施業プランナーが
組合員の皆様と共に将来の森林を考え
管理していきます。
お気軽に、管轄の事業所にお問い合わせ
下さい。

荒廃した竹林

お任せ下さい！
私たちが承ります！

本所

森本事業所

津幡・かほく事業所

ご存じありませんか？
組合法では長期間にわたり、組合の事業を利用し

宛先不明の組合員の皆様

ない組合員については法定脱退(除名)の手続きをす
ることが定められています。昨年に引き続き、長期
間にわたり行方が分からない方等に関しまして1年間
の周知期間をおいた上で除名の手続きをとらせてい
ただきます。右記の組合員様は登録のある連絡先に
郵送しても複数回にわたって宛先不明にて返送され
ている方々です。ご存じの方がいらっしゃいました

金沢市額谷
金沢市田上
津幡町津幡
津幡町横浜
津幡町莇谷
津幡町下中
津幡町上藤又

石黒
山田
大西
西村
畠村
山本
川本

慎一さん
正雄さん
省三さん
好雄さん
仁一さん
満夫さん
ミヨさん

津幡町坂戸
津幡町明神
津幡町別所
津幡町上大田
津幡町刈安
津幡町下藤又
津幡町竹橋

ら、お近くの事業所までご連絡下さいますようお願
いいたします。
Page 3

お心当たりのある方は本所(229-1131)
もしくは津幡事業所(288-3132)までご連絡下さい。

河内
山本
井上
安多
中川
藤本
吉野

時雄さん
美子さん
清一さん
明山さん
将二さん
久勝さん
与市さん

金沢森林組合

各事業所からのお知らせ
当組合が指定管理者となっております森林セラピー基地「津幡町
・里山の森と湖、石川県森林公園」で、新幹線の開業に合わせ、
森林セラピー基地を全国に発信するため、森林セラピーソサエテ
ィ理事長や全国の先進基地の担当者によるセラピーシンポジウム
を開催し、基地の全国発信に努めました。
森林の中で五感をを使うことにより心身をリフレッシュさせる森
林セラピープログラムは、皆様の健康ライフの向上につながりま
す。四季折々のプログラムを是非体験して下さい。
お申し込みは、下記ホームページから。
http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/therapy/

森林セラピー基地グランドオープン

お手持ちの原木をお持ち込みいただければ、ご要望に応じて
製材加工いたします。
料金：1時間 13,000円
直径60ｃｍ以下、長さ5ｍ以下の原木が対象です。
ご要望があればカンナがけもできます（別料金）。
あらかじめ、ご連絡をお願いいたします。
金沢森林組合 金沢ウッドプラザ（宮野工場）
住所：〒920-0153 金沢市宮野町リ440番地
電話：076-257-8331 FAX：076-257-8377
E-mail：woodplaza@kanazawa-forest.com

金沢ウッドプラザ（宮野工場）

森林セラピーシンポジウム

りょっかぼく

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。
県内産薪もご用意しております。
○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。）

施工前

金沢市記念樹引換券もご利用できます。
た や

皆様のご来店を心よりお待ちしております。（緑化推進課 田谷）
詳しくはホームページをご覧下さい！
http//www.kanazawa-forest.com
フェイスブック始めました！ http//www.facebook.com/kanazawaforest.green
〒920-1302金沢市末町12字148-1 TEL：076-229-2248 FAX:076-229-2347

「森のテラス」は絶好のロケーションの中、手ぶらでバーベ
キューが楽しめるということで、人気急上昇中です。
金沢城・兼六園をはじめとした金沢中心街より車でわずか
30分の医王の里オートキャンプ場横にあります。
金沢市の中心からこんなに近いのに、標高500ｍあるため
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。
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。夏休み・お盆のご
家族・ご親戚のお集まりにもオススメです。
焼き肉セット、焼きそばセット、おにぎり等いろいろと取り揃
えております。ファミリー、カップル、団体（100名まで）でも楽
しめます。

施工後

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。TEL076-229-1312
夜9：30まで営業可能。

森のテラスからの眺望
バーベキューセット

