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門村組合長のあいさつ
代に向けて我が国の森林の若返りを推進す
ることを盛り込んだところです。石川県に
おきましては、森林環境税が平成19年に
創設されてから平成28年まで10年間経過
いたしましたが、あと5年間継続すること
になりました。これまでの10年間は手入
れ不足人工林の整備と人工林に侵入した竹
林の整備が主でしたが、今回の29年度か
らは放置した竹林単独でも補助対象となり
ました。また、クマやイノシシが町中に出
没するというような獣害の対策として、緩
衝帯の整備を行うこととなりました。これ
は、集落に近い過密化した里山林を間伐す
ることや藪の刈り払いをすることで見通し
を確保し、野生獣のすみかとの間に緩衝帯
という形の境界をつくることで、集落の安
全・安心な生活の確保を目的としたもので
す。
また、国版の環境税につきましても、
平成30年度、来年度の税制改正において
結論を出すというような方向付けになって
おります。これは総務省の管轄ですが、市

平成28年度の我が国の経済は、企業の
景況感も改善をみせ、生産面を中心に緩や
かな回復基調が続くものの、企業の設備投
資や個人消費といった支出面への波及はま
だ十分ではないとされています。林業を取
り巻く現状は、山元立木価格の長期に亘る
低迷等、依然として厳しい状況にあり、人
工林の齢級構成は著しく高齢級に偏ってい
ます。そうした中で、森林組合系統では、
昨年度よりスタートした新系統運動『JFo
est森林・林業・山村未来創造運動～次代
へ森を活かして地域を創る～』において、
主伐地に対する確実な再造林を行い、次世

町村等の意見も踏まえながら、検討会で今
年の末までに方向付けし、来年度の税制改
正の遡上にのせる、というような強い意志
を持って取り組んでいただいているところ
です。
また、石川県におきましても石川県の
「木材利用促進条例」を議員立法で29年
度に条例として議員の方から提案し、検討
していただく流れになっております。より
多く木材を活用することで、森林所有者へ
の還元を図っていき、森林組合系統として
、要望させていただいたということでござ
います。当組合の平成28年度の決算状況
につきましては、売上は前年度より減少と
なりましたが、利益につきましては前年度
を上回ることが出来まして、9年連続の黒
字決算を達成することができました。これ
もひとえに、組合員各位のご支援の賜と、
深く感謝申し上げますとともに、今後にお
きましても、引き続き安定した経営が行え
るよう、役職員一同、精一杯努力して参り
たいと考えております。

平成29年度通常総代会が5月31日に開催されました
平成29年度通常総代会が5月31日(水)
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
務所の奥本所長様をはじめ多数のご来賓
をお迎えし、総代200名中158名(内議
決権行使書面46名)の出席を得て開催さ
れました。第1号議案から第7号議案に
ついて、いずれも原案通り可決・承認を
頂きました。

剰余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利用配当
することが承認されました。利用配当該当の組合員の皆
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。
☆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。

住所変更・名義変更等の手続きはお済みですか？
森林の土地の所有者を把握することは組合にとって重要な課題です。お住まいが変わった、組合員であった方が亡くなられた、譲
渡等により山林を所有しなくなったなどの理由で、現在お届けいただいている組合員情報の内容に変更があった場合は、手続きが
必要になりますので必ずご連絡をお願いいたします。

組合から必要書類をお送りいたします。なお、届出用紙は金沢森林組合の

ホームページからダウンロードすることも出来ます。ご不明な点がありましたらお近くの事業所までお問い合わせください。

ご存じありませんか？
宛先不明組合員の皆様
津幡町北中条
津幡町領家
津幡町領家
津幡町杉瀬
津幡町山森

本

組合法では長期間にわたり、組合の事業を利用しない組合員については法定脱退(除名)の手続きを

池田幸一さん
今村清江さん
辻本博和さん
米田和夫さん
俵 多加さん

所

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

することが定められています。長期間にわたり行方が分からない方等に関しまして一定期間の周知
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。左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。

金沢ｳｯﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ(宮野工場)
〒920-0153
金沢市宮野町リ440番地
電話076(257)8331
Fax 076(257)8377

緑化木センター

森本事業所

河北支所

〒920-1302
金沢市末町12字148-1
電話076(229)2248
Fax 076(229)2347

〒920-0172
金沢市河原市町ロ61番地
電話076(257)2077
Fax 076(257)2344

〒929-0307
津幡町字種ラ48-1
電話076(288)3132
Fax 076(288)3133

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。

河北支所からのお知らせ
～循環型森林づくりを目指して！～
皆様のおかげで「種」に事務所が移り2年目を迎えました。私
たちは、かほく市、津幡町の皆様が大切にしている所有森林を
整備し、循環する森林づくりを目指して取り組んでいます。今
後も継続的に進めて参りますので、要望がございましたらお気
軽にご相談ください。また、立木の伐採、草刈り、林業機械な
どの販売、修理も行っています。

河北支所管内の森林整備工事
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…

自分では
森林整備が
できなくて…

竹林の伐採

利用間伐（人工林スギ）

更新伐（天然林広葉樹）

皆伐（人工林スギ）

利用材 針葉樹（集積）

利用材 広葉樹（集積）

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…

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。

森林公園からのお知らせ
当組合が指定管理者として運営している石川県森林公園では、芝生広場、遊歩道、バーベキュー施設、ボート乗り場、森林動物園、レ
ストラン、フィールドアスレチック、パットゴルフ場など多様な施設でみなさんの来園をお待ちしています。また、単に施設を提供す
るだけでなく、森林セラピープログラムや各種体験プログラムを提供し、より森林の恵みを感じて頂けるよう管理運営をしています。
7/16（日）

きのこ観察会１

無料

11/3（金祝）

焼き芋体験２

200

7/17（月祝）

押花教室

300

11/5（日）

もみじウォーキング

無料

7/23（日）

親子昆虫観察会１

無料

11/23（木祝）

野鳥観察会２

無料

7/30（日）

フォトグラム体験

500

12/17（日）

ミニ門松づくり

700

8/6（日）

親子木の実小枝細工教室

300

12/24（日）

もちつき体験

1000

8/11（金祝）

親子昆虫観察会２

無料

1/14（日）

みそ作り体験

1000

8/20（日）

ツリークライミング体験

1000

1/28（日）

親子そば打ち体験

600

8/27（日）

親子木工品づくり体験

500

2/25（日）

木竹細工教室

300

9/17（日）

秋の昆虫観察会

無料

3/21（水祝）

春のウォーキング

無料

10/9（月祝）

きのこ観察会２

無料

3/25（日）

きのこ植菌体験＆なべ

400

10/29（日）

焼き芋体験１

200

詳細や申込みについては、公園ホームページ（http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/）をご覧になるか、
インフォメーションセンター（076-288-6449）までお問い合わせください。
森林セラピープログラムについては、森林セラピー基地「津幡町・里山の森と湖、石川県森林公園」の
ホームページ（http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/therapy/）をご覧ください。

6/18薪割りと薪ピザづくり体験

石川県からのお知らせ

「いしかわ森林環境税」の新たな取り組み

石川県では、県民共有の財産である森林を健全な姿で次世代に引き継いでいくため、平成19年度から「いしかわ森林環境税」を
活用し、県内各地で手入れ不足人工林の強度間伐など森林整備を行い、水源のかん養や山地災害の防止など森林の公益的機能の
向上に努めています。今年度は、3期に入り人工林の強度間伐や侵入竹の竹林整備のほかに下記の新たな取り組みが追加されま
したので、ご紹介します。「いしかわ森林環境基金事業」や森林施業に関するご相談を各事業所にて、随時受け付けております
ので、お気軽に職員までご相談ください。

金沢市からのお知らせ
森林・土地の無料登記相談のご案内
森林所有者のみなさま
「登記」はされていますか？

金沢ウッドプラザは
木製品の販売・加工をしています
☆賃製材 料金: 1時間 13,000円
☆防腐加工 31,000円/m3
☆各種 杭・ヌキ・垂木なども販売していますので
ご利用ください

近年、森林所有者の分からない土地が急激に増えてい
ます！！所有者が特定できないと、森林整備が必要な場
合や災害が発生した場合、土地使用の承諾が得られず、
整備や復旧作業が進みません。
土地の登記をすることで、早期の森林整備や災害復旧
が可能になり、また将来土地の相続、売買、貸与をする
際も、円滑な手続きができます。
日時

毎週水曜日 13：00～16：00
※祝日・年末年始を除きます。
※都合により休止する場合があります。
場 所 金沢市役所2階 市民相談室
TEL 076-220-2222
石川県司法書士会金沢支部の司法書士が無料で相談に応
じます。
市営造林や森林の整備に関することは、下記担当課に
お問い合わせください。
【問合せ先】金沢市農林水産局森林再生課
TEL 076-220-2217

金沢森林組合 金沢ウッドプラザ（宮野工場）
〒920-0153 住所：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

金沢森林組合だより
りょっかぼく

花と木の店

緑化木センター

第10号

標高500ｍ越えの「森のテラス」
手ぶらで楽々バーベキュー

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。お気軽にどうぞ！）
金沢市記念樹引換券もご利用できます。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

絶好のロケーション

詳しくはホームペー.ジをご覧ください

http//www.kanazawa-forest.com
緑化推進課

田谷

（たや

皆
て

光弘
みつひろ）

販売部門

リース部門

造園部門

「森のめぐみ金沢ぎんなん」
平成11年より金沢でギンナンを栽培している栽培者が集ま
り「金沢ギンナン生産組合」を発足し、今年で18年目となり
ました。現在は、組合員数19名で約3ｔのギンナンを生産して
います。本所は事務局としてギンナン栽培の研修会や選別器の
作成、皮剥機の導入、包装資材製作などをサポートして、組合
も出荷しています。平成23年には金沢市山野市長より「森の
めぐみ金沢ぎんなん」
と命名していただき、
平成25年には商標登録
を取得し、広く認知さ
れたことで冷凍ギンナ
ンへの集荷加工や市場
での有利販売に繋がり
ました。今後は更なる
生産量の増加と品質向
上を目指しています。
金沢ギンナン組合に入
会したい方は、ご連絡
お待ちしております。
本所

紙谷 拡志
（かみや ひろし）

森林施業プランナーの紹介
本所から森本事業所に移動
して、1年が過ぎました。
土地勘がなく、ひとも地域
の状況も分からない私でし
たが、組合員の皆様の温か
く、気さくな人柄に支えら
れ、28年度事業を無事に
終えることができました。
今後も、組合員の皆様のご
要望に全力で応え、美しい
森林を育てていきますの
で、温かいご指導ご鞭撻を
お願いします。

森本事業所
☆森林施業プランナー ☆森林情報士 ☆森林GIS1級
技術主任 家村 達弥（いえむら たつや）

