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令和元年度の日本及び石川県内の経済は
雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が
高水準で推移する中、個人消費や設備投資
が増加する傾向で推移するなど、緩やかな
回復が続きました。しかし、そんな中、2 月頃
より新型コロナウイルスの拡大が広がり、全
国に緊急事態宣言が発令されました。感染
拡大の終息が見えない中、石川県はもちろ
ん日本経済は大きな打撃を受けています。

門村

発行

令和 2 年 7 月

和永

森林・林業関係では、永年の悲願であっ
た「国版の森林環境税」が創設され、「森林
環境贈与税」が各自治体に初配布となり、
森林経営管理制度の運用がスタートしまし
た。また、県内では、3 期目となる「県版の
森林環境税」を活用した森林整備や竹林
整備、獣害に対する緩衝帯整備、木育活
動などの取り組みが進んでおります。金沢
市では、市営造林の利用間伐を主に整備
が進み、平成 19 年より続く竹林整備や更
新伐など民有林再生支援事業を進めてい
ます。
こうした中、当組合では、森林整備の推
進や小規模面積のスギ林皆伐と再造林に
取り組んでいます。また、森林所有者への
意向調査や意欲と能力のある林業事業体
への登録など森林経営管理制度への対応
を進めてきたところです。境界不明や所有
者不明森林の増加に対し、ICT 技術の活
用も含め、林地情報の活用や施業の集約
化・効率化を図っていかなければなりま

化・効率化を図っていかなければなりませ
ん。また、人材の確保・育成・定着を進め、
安全で魅力ある職場へと就労環境の改善
を図る必要があります。
令和元年度は、事業総収益が 12 億
8,245 万円で税引後の純利益が 2,455 万
円と、12 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お礼申し上げます。
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、組合
員の皆様の満足度を高めると共に、現場
管理の効率化を図り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。

令和 2 年度通常総代会が 6 月 10 日に開催されました
令和 2 年度通常総代会が 6 月 10 日（水）午
後 2 時より林業総合センター（金沢森林組合
本所）にて開催されました。今年度は新型コ
ロナウイルスの感染防止のため議長および
上席理事での最少人数での開催となりまし
た。議決権行使書面 188 名により第 1 号議案
から第 8 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。

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。
☆出資配当金 払込出資金の 2％
☆利用配当 該当事業収入の 2％（森林整備や造園工事など）
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いただきました
ので、ご了承願います。

住所変更・名義変更等の手続はお済ですか？
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
ることもできます。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

金沢市小池町

出口 コトさん

金沢市宮野町

出村 伝次さん

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の手続
を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法定脱退の手続きを取らせていただきます。左記の組合員
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くださいますようお願いいた
します。

本所
〒920-1301

森本事業所
〒920-0172

河北支所
〒929-0307

宮野工場
〒920-0153

緑化木センター
〒920-1302

金沢市永安町 77 番地

金沢市河原市町ロ 61 番地

津幡町種ラ 48-1

金沢市宮野町リ 440 番地

金沢市末町 12 字 148-1

電話 076（229）1131
Fax 076(229)1083

電話 076（257）2077
Fax 076(257)2344

電話 076（288）3132
Fax 076(288)3133

電話 076（257）8331
Fax 076(257)8377

電話 076（229）2248
Fax 076(229)2347

組合員の皆様へ

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

金沢森林組合では、魅力ある山づくりを目指して、様々な森林整備を行っています。所有者さんの思いを伺いなが
ら、皆様と一緒に木や山の価値を高めたいと考えています。森林の整備には様々な補助金があり、対象となる条件も
様々ですので、詳しくは近くの事業所まで、お気軽にお問い合わせください。

スギ林・ヒノキ林 人工林の保育作
業（下刈り、雪起こし、枝打ち、間
伐）を行います。整備された人工林
は、木材生産機能だけでなく、水源
涵養や土壌保全機能が備わった公
益的な森林になります。

施工後

雑木林 高齢化した雑木林は病気
や害虫による倒木のおそれや野生
獣の隠れ家になっている危険があ
るため、伐採を行い、天然更新や植
栽により森林を若返らせます。伐採
木は、パルプや薪などに有効利用
します。

竹 林 手入れの出来なくなった
放置竹林において、竹の皆伐を行
います。竹林に戻らないように翌年
以降の数年間、再生竹の伐採を行
います。現場条件やご要望に合わ
せ伐採跡地への植林、育林作業も
行います。

植栽（再造林） 皆伐跡地等、天然
更新が困難な箇所は再造林を行い
ます。近年は花粉発生源対策とし
て少花粉スギ苗の再造林を行って
います。スギのほかにも、コナラや
クヌギなどの広葉樹の再造林も行
っています。

少花粉スギ苗

植栽後

【金沢森林組合の社章をつくりました】
いままで、金沢森林組合独自の社章がございま
せんでしたので作ることにいたしました。
4 つの三角形は山と刃物、針葉樹をイメージする
とともに「金沢・森本・津幡・かほく」そして、「森林整
備・木材加工・造園・キャンプ場」という 4 つの事業
の柱を表しました。また、左上のオレンジは「太陽の光」、右上は「発見や気づき」、下は山で暮らす人や働く人を表しまし
た。より広く親しんでもらえるように商品展開も考え、シンプルに愛嬌がある印象にしました。マークを胸に従業員一丸と
なり、より一層、組合員皆様と環境に配慮した豊かな経済林づくりに努めます。

金沢森林組合

職員の紹介 新しい仲間が増えました
【新リーフレット】
当組合は、「森林整備、木材加工、造園業、キャンプ場経営」と 4 つの業態を
柱に運営しております。
組合員皆様を始め、市民県民の皆様に森林を通して貢献できればと考えて
おり、多くの方に業務内容をお知らせしたく、この度リーフレットを作りました。

内面

コラム 若葉のしずく
〜 プランクバーベキュー

〜

本所 技術係長 山口 直樹
私は森林や木が好きで、平成１７年に金沢森林組合に入社しました。
また、バーベキューが趣味で、休日にはいろいろなメニューに挑戦して
います。
今回は、「木（杉）×バーベキュー」という、私の好きがコラボレーション
した、少し珍しい、そして最高に美味しい調理方法をご紹介します。
これは、プランクバーベキューと呼ばれるもので、「水分を含ませた杉板
の上に食材を置き、それをそのまま蓋付バーベキューグリルで焼く」とい
う調理方法です。「蒸す、焼く、燻製」を同時に行うことで、食材がふっくら
ジューシー、香り高く仕上がります。
また、大きな肉や魚を焼きあげて、杉板の上でカットして食べると、特別
感も演出できて盛り上がりますよ。詳しいやり方など、ご興味をお持ちの
方は、本所の山口までお問い合わせください。
私は、「丸太の価格が安い」、このこと一点が全ての林業諸課題の原
因だと感じています。この丸太価格の問題に対して、この一手を打てば解決するというものは、残念ながら見当たりま
せん。様々なアクションを多数組み併せて、一歩一歩前進していくしかありません。金沢森林組合は、自社で丸太の生
産、製材加工が可能で、キャンプ場や緑化木センターでは、個人のお客様と直接繋がることができます。バーベキュー
プランク（杉の板）の製造、販売という一手が、大き目の一歩となるように頑張ります。

金沢森林組合だより
石川県森林公園「いきいきチャレンジ 50」
〜毎日のウォーキングで健康づくり〜
来園する度に窓口でスタンプカードにハンコを押し 50 回、園内を
歩くと森林公園内の「森のレストラン」お食事券と記念品を差し上
げます。来園して散歩する動機となっており毎年約 200 人が申し込
まれ、100 人ほどの方が 50 回を達成されています。津幡町在住の方
が主ですが、金沢市やかほく市の方も参加されています。お二人の
方が、2017 年 4 月から 1 日も休まず、3 年間来園されて 4 年目も継
続されています。この企画が、健康づくりのきっかけになれば良い
なと思っています。また、森林公園では、ポールを使ったノルディ
ックウォークも推進しています。ポールを使うことで、歩きながら
全身運動ができ、ひざへの負担も軽減されます。講習会やポールの
無料貸し出しも行っていますので、体験してみてください。
石川県森林公園には、
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
レッチク、パットゴルフ
場など多彩な施設があり、
体験プログラムも実施
しております。合わせて
ご利用ください。

花と木の店 緑化木センター
〜庭園・園芸に関する総合センター〜
◆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
お庭のこと、何でもご相談ください。
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。

◆森林公園インフォメーションセンター TEL076-288-6449

金沢・医王の里オートキャンプ場
金沢市民に愛される「医王山」の標高 500ｍに位置します。金沢市
街からも車でたった 30 分、まぶしい緑と静寂の時間に気軽に浸れる
空間です。
・思い思いの空間を楽しめる、キャンプサイト
・ゆっくり時間を過ごしたい方には「バンガロー」がおすすめ
・森の空気を吸いながら、道具も充実。
「屋根付きバーベキュー場」
・日帰りの「デイキャンプ」での、ご使用も可能
・初心者でも手ぶらでキャンプができる「レンタル品の充実」
・食材のお手配や使い勝手の可能な限り対応させていただきます
キャンプの楽しみ方は、色々。それぞれの楽しみ方で、気軽にお使
いいただけます。
◆金沢市大菱池へ 1-5 合併 6

TEL 076-229-1312

【金沢市役所第二本庁舎に金沢産杉材が
利用されました】
令和 2 年 6 月に金沢市役所第二本庁舎完成し、
庁舎内の天井や受付カウンターなど多くの場所に
金沢産杉材がみえる形で利用されております。
お近くに寄られるときは、ぜひご覧いただければ
と思います。今後も地域産木材利用に努めてまい
ります。
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宮野工場
〜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
をしていますのでご利用ください。
・デッキ工事や雪囲いの設置工事も
承ります。
・内装材や各サイズの棚などもお作りします。

