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表紙の写真／林業機械器具サービスセンター
林業機械修理担当／左から鈴木慎一、松井保幸、小澤明弘
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の紹介

森林施業プランナー
の育成

モッキー閉館のお知らせ

とよた森林学校
　      平成２６年度予定
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豊田森林組合本館が
木造に生まれ
かわります。

　現在の豊田森林組合本所（足助農
林センター）は昭和４８年に竣工しまし
た。建物が４０年経過し、今日の耐震基
準に合わなくなったこと、老朽化により
年々使用条件が悪化していることから
豊田市の支援のもと、平成２６年度竣工
を目指し、現在地に足助支所を併設して
建て替える事になりました。

◯地域材を活用した木造平屋瓦葺（660m2）に
て計画しています。
○森林組合では、年間約４０回、延べ５００人程度
の講座や視察受け入れを行っており、これに対
応する為の大会議室、小会議室も計画しており
ます。
○木造による環境負荷（Co2排出削減）とCo2の
固定を行い環境貢献できる施設目指します。

平面図

新本館建設の経緯 新本館の特徴

26年度

竣工予
定

豊田森林組合
足助支所

豊田森林組合
本所 会議室ロビー

出入口

出入口

完成イメージ図
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組合員と一層の連携を
深める取組み
森林施業プランナーの育成
■「森林施業プランナー」とは…
　「森林所有者と協議しながら、地域の
森林を管理する者」のとこです。

　豊田森林組合では平成２４年度か
ら、育成の取組みを本格的に進め、職員
（写真参照）が資格認定試験に挑戦・合
格しました。
　組合では、このプランナーを中心に、
森づくり団地において、組合員の森林施
業方法や森林経営の方針を立てていき
ます。利用適期に達した森林において
は、高性能林業機械等を活用した効率
的な施業を実施し、組合員へ利益を還
元して行きます。
　平成２６年度より地域の森林管理の
担い手として、又、森林所有者の相談窓
口としてプランナーの活躍が始まります。

■「森林施業プランナー」の役割

森林施業プランナーの
育成に取組んでいます。

　提案型集約化施業や森林経営計画
の作成の中核を担います。

　このプランナーの育成は、地域の状
況や事業体の運営状況に合わせ、全
国的に進められています。

森林施業プランナーと
組合員の連携
豊田森林組合 組合員

（森林施業プランナー） （森林所有者）

連携

森林経営計画
施業提案・委託

愛知県・豊田市等

認定施業プランナーになった職員
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林業機械各種修理、販売を
しています。

《林業用機械各種》
　チェンソー・刈払機等
《林業用品各種》
　刈刃・ソーチェン等消耗品
　スパイク地下たび・防振手袋等装身具
　チェーンオイル・混合オイル等オイル類
　その他林業用品各種
《安全具》
　チェンソーパンツ等
《肥料類・除草剤・忌避剤等》

◯主な取り扱いメーカー
ハスクバーナーゼノア㈱／㈱新宮商行
㈱スチール／セイレイ工業㈱／㈱マキタ 他

私たちが
担当しています。
　豊田森林組合の購買事業部は、本所（足助支所を兼ね

る）、旭、下山、稲武、小原藤岡、豊田の各支所にそれぞれ

ありますが、その中でも、林業機械修理部門を担っている

のが、本所、旭、下山支所です。

　組合員様始め地域のお客様のご要望にできる限りお答

えできるよう、林業資材の販売だけでなく、機械類の修理

にも力を入れています。刈払機・チェンソーのことでお困り

の方は、遠慮なく何でもご相談ください。鈴 木 慎 一

松 井 保 幸

上記以外の商品もお気軽に
お問い合わせください。

主な販売品目

林業機械修理センターでは

TEL 0565-61-1616→機械修理担当まで
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安全第一

チェンソー事故から身を守ろう。
　チェンソーの刃は、最高で秒速20メートルもの速さで回転します。扱いを誤ると致命的な事故を
引き起こします。
　下図のとおりチェンソーによる怪我のほとんどは、脚部に集中しています。当センターでも販売し
ております、チェンソーパンツ、チャップスを装着する事により、大幅に怪我を防止する事が出来ます。
　国内でも林業に携わる方、豊田森林組合でも現場作業員は装着が義務化されています。ご家庭で
もチェンソー作業にはチェンソーパンツを着用する事をお勧め致します。

チェンソーパンツ・チャップス
の着用をお願いします。 歯が触れると繊維が飛び出し、回転刃を瞬

間的に停止させます。

森林組合がお勧めするチェンソーパンツ・チャップス

チェンソーパンツの効果

チェンソーによる怪我は脚部に集中しています。
チェンソーによる切創箇所

　チェンソーパンツは通
常のズボンと同様に履
けるタイプのもので、
チャップスは前掛けのよ
うに。ズボンの上から、
装着するタイプです。
　各サイズ、各色ござい
ますので、ご希望の際に
はお問い合わせくださ
い。

ハズクバーナ・ゼノア
プロテクティブズボンクラシック

￥１４，０００（税別）

スチール
チャップス（ジッパータイプ）

￥１４，８００（税別）

マックグリーン
あ・かるーいチャップス

￥１４，８００（税別）
TEL 0565-61-1616
機械修理担当まで

〈お問い合せ〉
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とよた
森林学校 

「講座のご案内」
とよた
森林学校 
とよた
森林学校 
とよた
森林学校 

平成26年度

1. 人工林の間伐ができる人材の育成
2. 今まで森林や林業に関心が薄かった森林所有者に
　 森林や林業の基礎知識を解説する
3. 森林・林業の理解者「森の応援団」を増やす

森林学校の主な目的 お問い合せ／参加申込は下記まで

◎とよた森林学校事務局 （受付時間）
平日の8：30～17：30TEL 0565-61-1618

※詳しい日程等はとよた森林学校事務局まで
　お問い合せください。

山主森林経営講座

所有している山林をどのように管理したらよいか、その
ノウハウを学びます。

初回開催日／5月10日〈全8回〉

■対　象／森林所有者
■定　員／10名　
■参加費／8,000円（別途材料費）
■講　師／森林課 北岡明彦、豊田森林組合職員

森林観察リーダー入門講座

森林自然観察活動のリーダーとして必要な知識を実践
的に学びます。

初回開催日／5月10日〈全8回〉

■対　象／観察会への参加経験のある方
■定　員／10名　
■参加費／8,000円
■講　師／森林課 北岡明彦

間伐ボランティア初級講座

間伐の理論とチェンソーを使用した安全な作業の方法
を学びます。

開催日／9月13日、14日、15日〈2泊3日〉

■対　象／人工林の間伐に興味のある方
■定　員／20名　
■参加費／10,000円（別途宿泊費）
■講　師／島﨑洋路森林学校長、
　　　　　　　　島﨑山林塾企業組合 ほか

山主自力間伐講座

所有林の手入れのために、チェンソーを使用した安全
な間伐作業等を学びます。

初回開催日／10月4日〈全4回〉

■対　象／所有する人工林を自分で整備する意欲のある方
■定　員／10名　
■参加費／4,000円
■講　師／指導林家 安藤久氏、豊田森林組合職員

セミプロ林業作業者養成講座

林業就業を視野に入れ、間伐作業に必要な知識や技術
を学びます。

初回開催日／11月16日〈全10回〉

■対　象／林業に就業するための技術を身に付けたい方
■定　員／10名　
■参加費／10,000円
■講　師／素材生産業 松井金之助、
　　　　　　　　　森林課 北岡明彦ほか

森林セミナー

森林の自然環境や、過去と現在の状況等から、今後の森
林管理のあり方を考えます。

初回開催日／5月3日〈全4回〉

■対　象／森林に興味のある方
■定　員／40名　
■参加費／2,000円
■講　師／東京大学 蔵治光一郎、三重大学 板谷明美、
　　　　　森林課 北岡明彦  ほか
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とよた
森林学校 

とよた
森林学校 

森林の草花調べ（春）

矢作川流域の森林に生育する草花を現地で専門的に観
察し、草本植物の見方を学びます。

初回開催日／5月15日〈全3回〉

■対　象／草本植物の分類を基礎から覚えたい方
■定　員／20名　
■参加費／3,000円
■講　師／森林課 北岡明彦 ほか

間伐してベンチをつくり寄付しよう

人工林の間伐と、木材からベンチができるまでの全工
程を自分たちで行い、完成品を公共施設に寄付します。

初回開催日／5月17日〈全4回〉

■対　象／森林や木材利用に興味のある方
■定　員／10名　
■参加費／4,000円
■講　師／豊田森林組合職員 ほか

レッツ トライ 初めての間伐

間伐の大切さを学び、未経験でもできる簡単な方法で
間伐を実践します。

初回開催日／7月20日〈全2回〉

■対　象／人工林の間伐に興味のある方及び親子
　　　　　※小学生以上
■定　員／20名　
■参加費／2,000円（大人も子どもも同額です）
■講　師／森林課 北岡明彦 ほか

夏休み昆虫観察会

森林にすむいろいろな昆虫たちの生活を通して、自然
の美しさや不思議さを体験します。

初回開催日／7月27日〈全2回〉

■対　象／昆虫に興味のある親子など　
　　　　　※小学生以上
■定　員／20名　
■参加費／2,000円（大人も子どもも同額です）
■講　師／森林課 北岡明彦

矢作川源流の森ウォーキング

源流の森を歩きながら動植物を観察し、源流域の森林
の様子を知る講座です。ゆっくり2時間程度の登りで
す。

初回開催日／9月4日〈全3回〉

■対　象／森林に興味があり、軽登山のできる方
■定　員／20名　
■参加費／3,000円
■講　師／森林課 北岡明彦 ほか

森と人の文化史

豊田市の森づくりの歴史やモデル林の取り組みを知り、
これからの森づくりを考えます。

初回開催日／10月4日〈全3回〉

■対　象／森林や地域の歴史に興味のある方
■定　員／20名　
■参加費／3,000円
■講　師／森林課 鈴木春彦ほか

森林の不思議調べ（その1）

地質によって森林や植物の種類が変わることを観察し
ます。

初回開催日／10月8日〈全3回〉

■対　象／森林の成立ちに興味のある方
■定　員／20名　
■参加費／3,000円
■講　師／森林課 北岡明彦ほか

森林調査いろいろ学習会

解説と実践により、いろいろな森林調査の方法の基本
を学びます。（開催場所は御内市有林です）

初回開催日／10月18日〈全3回〉

■対　象／森林に興味のある方
■定　員／20名　
■参加費／3,000円
■講　師／森林課 北岡明彦 ほか



木材センターだより
平成２５年度を振り返って

豊田森林組合の組合員の皆さんで、住所の変更や相続
などで土地所有者名義等に変更があった場合には、変
更届けを90日以内に提出して下さい。お願いします。

●お願い●お問い合せ
豊田森林組合総務課

T E L 0565-61-1616
FAX 0565-61-1617

〒444ー2424  
豊田市足助町横枕3番地1  

E-mail : info@woodytoyota.net

応募者の中か
ら抽選で

　　10名様
に素敵なプレ

ゼント！！
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モッキーが閉館します。
平成26年3月末

　昭和６２年４月に開館しました木材需要
供給センター（通称：モッキー）を閉館します。
　開館以来、訪れる皆様に「木材」とのふ
れあいを目的に木工教室や地元の木地師
により作られた木製品の販売、地元や地方
の特産品の販売をし、地元の方のみなら
ず、遠方から多くの方々に訪れて頂きまし
た。
　長らくご愛顧を頂きました皆様に厚く御礼
申し上げます。

長い間、本当に
　ありがとうございま

した。

《沿　革》
昭和６２年４月　　開館
平成１８年４月　　豊田市指定管理者制度へ移行
平成２６年３月末　閉館

　25年度前半の材価は材不足による「無い安」で低迷でしたが、１１月以降は「有り
高」で好調となりました。新年になり、単価が下がると言われてきましたが、新年３回の
木材市では好調を維持していました。しかし、２月の２回目木材市からは大雪での出材
の遅れがあり、３～４千円の下げとなりました。


