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ごあいさつ 代表理事組合長 山﨑 浩一

このたび、新しい組合長として就任し一月
余りが経過しますが、当組合は、造林・間伐な
どの森林整備はもとより木材加工、造園・緑
化木販売さらにはキャンプ場の運営など、多
岐に渡り事業を展開し、県内随一の事業総取
扱高を誇っております。また、平成２０年の広
域合併以来、連続１３期に渡る黒字決算を成
し得ています。これもひとえに、門村前組合長

を始め歴代の役職員、そして組合員の皆様
方のご努力とご協力の賜物であり、改めて
責任の重さを実感しているところでありま
す。
さて、昨年度、石川県が策定した新たな
「森林・林業・木材産業振興ビジョン２０2
１」では、成熟する森林資源を循環利用して
いくため、主伐・再造林を積極的に進めて
いくこととしています。こうした中、新型コロ
ナの影響に端を発し、令和３年３月頃から
顕在化した輸入木材の価格高騰である「ウ
ッドショック」 により、国産木材への期待が
高まり、これまで以上に丸太や木材製品の
増産そして安定供給が求められています。
こうした状況を踏まえ、当組合では、今後３
か年間で延べ 40 ヘクタールの主伐・再造
林を進めていくこととしました。さらに、これ
まで取り組んで参りました、広葉樹の更新
伐や人工林の利用間伐はもちろん、放置竹
林の除去、野生獣の出没抑止のための緩
衝帯整備など森林の多面的機能の維持増

進に向け積極的に森林整備に取組んでい
くこととしております。
組合員の皆様方におかれましては、森林
整備から木材加工、そして造園等、組合業
務に対するご意見・ご要望がありましたら
本所または各事業所まで、お気軽にご相
談頂ければ幸いです。
令和２年度の決算等につきましては、同
封の令和３年度通常総代会提出議案関係
書類のとおり、事業計画を上回る成績を収
めることができました。これもひとえに県・
市・町当局を始めとした関係者の皆様方
のご支援と組合員の皆様方のご協力のお
陰と深く感謝申上げる次第であります。
引き続き、県・市・町のご指導を仰ぎなが
ら組合運営に努め、組合員の皆様方の満
足度の向上、そして現場管理の効率化を
図り健全経営が行えるよう役職員一同が
一丸となり努力して参りますので組合員の
皆様方の一層のご理解とご協力をお願い
申し上げます。

退任のごあいさつ 相談役 門村 和永
を迎えつつあるこのような中で 伐って 、 使
って 、 植えて 、 育てる とういう森林資源の
循環利用を目指し、組合員の所得向上に努
めると共に水源の涵養や地球温暖化の防止、
生物多様性の保全など公益的機能を発揮出
来る森林の育成・管理が必要であると思って
います。
今回の役員の改選により 6 月 25 日をもっ
て組合長を退任いたしました。顧みますと昭和
40 年 3 月に職員として、旧の金沢市森林組
合に勤務させて頂き、57 年という長きにわた
り、森林・林業業務に関わることが出来ました
事に感謝致し、退任の挨拶とさせて頂きます。

や合併による組織の在り方や事業の方向性
について慎重に協議を重ね、合併予備調印
式を経て平成 20 年 4 月 1 日に新組合が設
立されました。運営に当たっては 経営理念 、
ビジョン 、 行動指針 、 長期事業方針 を
掲げ、組合員の皆様が合併して良かったと思
える組合運営に役職員一同、力を合わせて運
営して参りました。その結果、合併して 13 期
連続して黒字決算を達成する事が出来ました
事に対しまして、組合員の皆様のご協力のお
平成 19 年に旧 4 森林組合(金沢市、森 陰と深く感謝申し上げますと共に厚くお礼申
本、津幡、かほく市)による合併推進協議会を し上げます。
戦後造成された人工林は本格的な利用期
立ち上げ、各森林組合の業務内容等の検証
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令和 3 年度通常総代会が 6 月 25 日に開催されました
令和 3 年度通常総代会が 6 月 25 日（金）
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。今年度も新型コ
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 183 名により第 1 号議案か
ら第 10 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剰余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を送りましたので、ご確認下さい。
☆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。

事業課からのお知らせ 組合員の皆様へ

皆伐・再造林について、お気軽にお問い合わせください

戦後の拡大造林政策により植林したスギ人工林の多くが 50〜60 年生になり、金沢森林組合管内のスギ林も成熟し収穫期を迎えた
ものが多く見られます。組合員のみなさまのスギ林はいかがでしょうか？
本来、林業は「植えて、育てて、伐る（収穫）」を 40 年生程度で想定していましたが、木材価格の低迷により伐期になっても伐ることが
出来ず、収穫を先延ばししている現状です。また、木材価格の低迷は、山林所有者の育林等の森林整備の意欲を削ぎ、全国各地で手入
れ不足の人工林が多く見られ、森林の公益的機能の低下につながっています。さらに、高齢級のスギ林は花粉が多く、国民病ともいわれ
る花粉症の原因にもなっています。
こうした現状を踏まえ、金沢森林組合では補助制度（花粉の少ない苗への植替え）を活用して、組合員のみなさまに皆伐・再造林をご
提案させていただいております。植替え苗はスギだけではなく、コナラ等の広葉樹の選択も可能です。また、施工に際し、測量やドローンに
よる空撮を行いますので、所有山林の位置情報や映像などを後世に残すことが出来ます。
組合員の皆さまの山林を「持続可能で価値の高い自慢の山林」にするお手伝いをさせていただければと思います。まずはお気軽にお
問合せください。
※ただし、保安林指定林やいしかわ森林環境税の強度間伐施工地（施工後 20 年間）では皆伐禁止の制約があります。

５S 活動の取り組み

5S(整理・整頓・清潔・清掃・躾) 総務課 課長補佐 三谷 瞳

令和２年に各事業所へ訪問し、課題としてみなさんが口を揃えて言ったことが、「事務所や倉庫、作業場が汚れている、
片付けをするべきだ」との意見から 5Ｓ活動を始めるきっかけになりました。５Ｓ活動による本来の目的は、『職場の安全・
作業の品質や生産性の向上・職場の雰囲気を改善』を目的として組合全体が、成長し続け現役世代、次世代のために
活動していくことです。
年末の大掃除の際、今までここまでやらなかった事を実践してみました。「大掃除はお祓いです。清めたデスクで運を高め
ましょう」と声掛けをし、みんなで自分の机の中の物を全部出し、いる物といらない物の仕分けし隅々まで雑巾で除菌をし、脚
立に上りブラインドを一枚一枚磨きあげました。壁の黒ずみを美しく拭きあげました。その光景は上司も男性も素直に実行して
くれた姿に感心し、全員での達成感と自分の会社が綺麗になる爽快感がありました。今では、組合全体の取組みとして波及
し、講師による講習や毎月の断捨離デーを実施する事業所まででてきました。
その意識は、私自身や家庭にも変化がありました。整理収納アドバイザーの資格取得や家族が自分のことは自分でできる
ようなシステム、定位置、定量化などにより時間短縮や家計の節約、精神安定など家庭円満になり良いこと尽くしとなっていま
す。今後も更に働きやすい環境になるように活動していきます。
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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。

金沢森林組合だより
金沢・医王の里オートキャンプ場
〜森の中でのんびりと〜
金沢市街地から車でたった３０分の木漏れ日と静寂に包まれた医王の里
オートキャンプ場は、ファミリーやソロキャンプなどお客様のスタイルにあった
キャンプが楽しめます。
テントを張らずにできるバンガローや日帰りでのディキャンプ、初心者でも
楽しめるようにレンタル品も充実しています。お客様が楽しめるようスタッフ
一同サポートいたしますので、医王の里オートキャンプ場に遊びに来てくださ
い。
◆金沢市大菱池ヘ 1-5 合併 6 TEL076-229-1312

花と木の店 緑化木センター
◆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。
◆販売部門
花苗・庭木・果樹苗・園芸用
品・種・盆栽・県内産薪など
の販売、各種イベント・出張
教室などを開催。
◆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。

お庭の手入れとウッドデッキ

4 人用バンガローA タイプ

金沢産木材をふんだんに使った新事務所

宮野工場(木材加工場)〜木のぬくもりにふれる生活を〜

コラム 若葉のしずく

金沢産木材や地域産木材を主に、木材加工から防腐処理、木製品製作、
賃製材の注文を承ります。ヌキ、タルキの建築材や土木資材、フローリングや
棚の内装の製造・販売はもちろん、ご相談いただければ、さまざまな木材の
加工をいたします。また、お庭のウッドデッキや木塀など石川県や金沢市の
補助もございますので、ぜひご相談ください。小さなものから大きなものまで
木材加工のことなら何なりと。
■地域産木材を使った公共施設の施工事例

第 14 号

〜 趣味の盆栽と仕事 〜 本所 技術係長 紙谷 拡志
私は盆栽が趣味で、中学 2 年から始めて今年で 23 年目にな
ります。盆栽には楽しむところが沢山あり、美しい姿の枝幹、年月を
経た古木感や幹肌の凄み、展示した時の飾り方や鉢合わせ、国内
外の愛好家との交流など多岐にわたります。
この趣味の盆栽が仕事上に大変役立っています。尊敬している
盆栽の先生から教えられた教訓として、「今するべきこと」「今でき
ること」「今やってはいけないこと」があります。樹の状態を見て、そ
の時々の施業を判断し、待つということです。状態が悪い樹には肥
料も水も少なめで、植替えや剪定もせず回復を待つ必要がある
樹。逆に枝が込み合っていて、このままではフトコロの元枝が枯れ
上がり、早めに枝抜きをしてやらないといけない樹。今はそっとやさ
しく待つ事が大切な樹。そうした樹の状況を年単位で観察し、愛情
を持って接します。感性による判断と、どうしてゆきたいのかという
心が盆栽を形作りますが、山林においても同様に、今間伐施業し
なければならない山なのか、皆伐しなければならない山なのか、触

金沢市 石川県立美術館後ろの木道

ってはいけない山なのか、今施業しなくてもよい山なのか。今後どう
してゆきたいのか。組合員の皆様の山を預かり手入れをさせてい
ただく時、長い目で見て施業した結果が良かったと言ってもらえる
よう愛情を持って頑張ってい
ます。

津幡町 河合谷宿泊交流施設「河愛の里 Kinschule（キンシューレ）」

２０１５年１０月
兼六園時雨亭にて
「加賀一位盆栽展」
出品
樹種名 イチイ
推定２５０年

