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「意欲と能力のある林業経営体」の
第1号に登録

　今年4月に施行された森林経営管理法に基づいて、地域の森林
経営管理を担う林業経営体として令和元年9月10日に愛知県第1
号として登録されました。
　森林経営管理法は、自ら森林経営管理ができない森林所有者の
森林を経営管理権を設定した上で市町村が代わりに管理すること
が可能となる新しい制度であり、「意欲と能力のある林業事業体」は
市町村が管理することとなった森林を、市町村から委託を受けて実
質的に経営管理を行うことを認められた林業事業体となります。
　このため当組合は、森林経営管理法に基づく新たな森林経営管
理制度においても組合員の皆さまの支援が可能となります。一方、
市内においては「地域森づくり会議」との協働による森づくり（団地
化）を実施していますので、こちらも引き続き推進して参ります。

　上記登録と一緒に今年3月に創設された林業
経営体のスキルアップを促す愛知県独自の認定
制度である「あいちの五つ星林業経営体」につい
ても、当組合は星一つを獲得しました。今後も更な
る努力を重ねて星が五つ獲得できるよう精進して
いきたいと思います。

　SDGｓ（エスディージーズ：持続可能な開発目標）は2015年に国連サミットで採択
された2030年までに持続可能な世界を実現するための国際目標です。豊田市では
市と共同で取り組む76団体を「とよたSDGｓパートナー」として登録しました。その中
には当組合も含まれており、今後は市民と一体となって目標達成を目指します。

1. 森林に関する啓発活動（森の話等の講演、森での体験）
2. 木材利用に関する啓発活動（木工教室の開催、木育体験の出展協力等）

A団地 B団地
C団地

◯○地域森づくり会議

豊田市 豊田森林組合

あいちの五つ星林業経営体で星一つを獲得
☆素材生産量5,000㎥/年の実績を有する
★素材生産性に関し、間伐8㎥/人日又は主伐11㎥/人
日を達成している
★直近3事業年度において、死亡災害が発生していない
★直近の事業年度において、休業4日以上の労働災害が
発生していない
★現場作業職員の平均年収が、全産業を平均した年収
を上回っている項目を満たす数に応じて星が付与されます。

☆が今回獲得した項目→

豊田市のSDGｓパートナーに
当組合も登録

当組合の取り組みとしては経営理念である
「人、地域、持続できる環境のために」を踏まえて

　これらを行うことにより豊田市をはじめ我が国の森林・林業・木材産業がSDGｓの
達成に向けて貢献していくように頑張ります。 組合が製作した登録証
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ラグビーワールドカップ関連イベントに
出展しました

　豊田スタジアムでラグビーワールドカップの試合がありまし
た、令和元年9月23日（月）28日（土）10月5日（土）に豊田市駅
の駅前通りを中心に開催された「おもてなしイベント」に当組合
も出展しました。国内外から訪れた多くの方に豊田市の様々な
魅力を発信する出展者の中、当組合では木製のラグビーボー
ルを製作して応援メッセージを書いていただきました。特に10
月5日の日本戦では紅白のユニフォームに身を包んだ人達が熱
い思いを書き込んでいて、最後は隙間なく埋まってしまいまし
た。世界的なビッグイベントに参加できたことはまさしく当組合
にとってもレ゙ガシー“（業績としての成果）となりました。

中部電力と被害箇所復旧に関する
覚書を交わしました

　令和元年9月9日（月）に当組合と中部電力㈱電力ネットワー
クカンパニー豊田営業所との間で「風雪害に起因する倒木に
よる配電設備被害箇所の復旧に関する覚書」を締結しました。
今回の締結は、過去に発生した台風等の自然災害が原因で倒
木が電線を切断して停電になり、復旧までに数日かかったため
です。
　今後は風雪害による倒木で電気設備に被害があった時、中
部電力からの要請により当組合が所有している機械及び技術
を駆使して早期のライフライン復旧に繋がるよう貢献していき
ます。

稲武地区でも木の駅プロジェクトが
始まります

　平成23年に旭地区で始まった「旭木の駅プロジェクト」です
が現在も盛況に行われています。この取り組みを見習い、稲武
地区でも「稲武木の駅プロジェクト」が本年12月より始まりまし
た。山林に放置されている林地残材を収集し、稲武地区のみ
で使える地域通貨「イーナ」と引き換え地域の活性化に貢献さ
れます。当組合は稲武事業所の土場を提供し、地域活動をお
手伝いさせていただきます。
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活動報告 2019.9月～ 2019.11月

林業就職ガイダンスに
参加しました
　令和元年10月4日（金）20日（日）に開催された林業に就業したい人を対
象にした就職ガイダンスに当組合も参加しました。年齢や前職種が様々
な方が当組合のブースにお越しいただき熱心に説明を聞いてくださいま
した。国は林業が成長産業と唱えていますが、山で作業する人の高齢化や
依然高い離職率で常に人手不足の業界であります。一人でも優秀な人材
を確保するため、雇用体制や労働条件を見直して少しでも労働環境を良
くしようと当組合も検討しています。組合員の皆さんの周りで山仕事に興
味がある方がおみえでしたらご紹介をお願い致します。

令和元年10月4・20日

消防署との合同訓練開催
　令和元年10月23日（水）に山岳事故の救助における初動対応力の強化
を目的にした足助消防署との合同訓練を開催しました。職員作業員46名、
消防職員21名の参加者で御内町地内の山中にて間伐作業中の事故を想
定し、通報～救助隊の誘導～救出の流れを確認しながら行いました。今回
は組合事務所も通報を受けてからの対応も同時進行で行い、いち早い情
報収集と関係者への連絡ができるよう職員同士確認しました。あってはな
らない事故ですが、もしもの時を考え参加者全員真剣な面持ちで消防職
員の方の話を聞いていました。

令和元年10月23日

岐阜県高山市より視察
　令和元年11月7・8日（木・金）に高山市美しい森林づくり実行委員会の
皆さんが豊田市へお越しになりました。一日目は豊田市森林課と当組合
の取り組みを紹介後、明川町地内の広葉樹施業の予定地を視察されまし
た。二日目は御所貝津町地内の高性能林業機械で施業している現場で作
業システムを視察されました。高山市も林業先進地ではありますが、市と
当組合に大変興味を示しており熱心に質問をされていました。
　高山市は人工林よりも広葉樹林の面積が広く今後の方向性に悩んでお
り、お互いに情報交換を活発にしてより良い森林管理をしていきたいと思
います。

令和元年11月7・8日

通信通信通信通信通信通信
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林業機械の
展示即売会を開催
　本所への統合後初めてとなる林業機械の展示即売会を令和元年11月
9・10日（土・日）開催しました。今回は会場を一新し本所事務所前にテント
を設置して大々的に商品を展示しました。11月とは思えない小春日和の
下、両日で予想を上回る300名の方にご来場いただき感謝申し上げます。
時季的にチェンソーを購入される方が多く、まだまだ自分の山は自分で手
入れをされている方がみえる印象を受けました。今回もDMや折り込み広
告などで周知をさせていただきましたが、今後は更なる盛況を目指して
告知方法を検討していきたいと思います。

令和元年11月9・10日

「ウッドトイカーニバル2019」に
参加しました
　毎年恒例のウッドトイカーニバルが令和元年11月23・24日（土・日）に松
坂屋豊田店の8・9階にて開催されました。両日で3,700名の来場があり、今
回も木材に関連した出展17社がそれぞれ特色のある商品の販売やワー
クショップ、展示を行いました。当組合は木製遊具の展示と木のアクセサ
リー作り体験で出展をし、たくさんの方に楽しんでいただきました。特に
木製遊具は小さなお子さんに大変好評でイベント終了時間間際まで遊ん
でいました。素手や素足で木の遊具に触れてもらったことで、少しでも木
に親しみ好きになってもらえればありがたいです。

令和元年11月23・24日

山神祭を開催しました
　令和元年11月14日（木）に作業の安全を祈願する山神祭を足助交流館
「飯盛座」にて挙行しました。昨年度より現時点で労災事故の発生数は少
ないですが、これに慢心せず職員作業員一同気を引き締めて今後も無災
害に向けて取り組みたいと思います。また、安全講習会では本年7月より
当組合の産業医に就任していただいた小石川医院長の小石川先生に「日
頃の健康管理」をテーマにお話をしていただきました。日頃、肉体労働に
従事している参加者にとっていかに健康が大事であるか、どういう点を日
常生活の中で気をつければ良いかを分かりやすく説明して下さり大変参
考になりました。年度末に向けて引き続き安全作業を遂行します。

令和元年11月14日

通信通信 Woody Toyota Communicat ion

●令和元年度 安全スローガン
「労災ゼロ　安全は基本動作の繰り返し」
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巡回営業車で各地区を伺います 通信

バーク（土壌改良材）差し上げます。

●お申込み・お問合せは、とよた森林学校事務局　電話  ０５６５－６１－１６１８　 FAX  ０５６５－６１－１６１７
　 住所  豊田市足助町横枕５番地（ 豊田森林組合内 ）　E-mail　kozwoody@asuke.aitai.ne.jp

参加者募集！

■定　　員／20名
■参 加 費／2回分 ２,000円（初回の受付時に集めます）
■講　　師／北岡明彦
■申込み締切日／２０２０年１月３１日（金）

■定　　員／20名（森林に興味のある方）
■参 加 費／1,000円
■講　　師／北岡明彦
■申込み締切／２０２０年２月１４日（金）

※申込者多数の場合は抽選になります。
※定員に満たなければ締切日以降も先着順に受付けます。

※申込者多数の場合は抽選になります。
※定員に満たなければ締切日以降も先着順に受付けます。

自然の仕組み探検隊（森林編） 羽豆岬のウバメガシ林探訪
自然の仕組みの素晴らしさを体感しよう！ 知多郡南知多町「国の天然記念物」

はずみさき

　知多半島最南端にある羽豆岬一帯に広がる森林
が、「羽豆岬の社叢」として昭和９年１月２２日に国の天
然記念物に指定されています。かつてはウバメガシや
マツの大木が多く原生林のようでありましたが、伊勢
湾台風で大きな被害を受け、現在はウバメガシ・イブ
キ・トベラ・モチノキなどが共存する暖地性常緑樹林
帯となっています。

　これから森と関わっていきたい方、もっと森につい
て知りたい方、これまでとは違った視点で森を見つめ
ることができますよ。
　基本的な自然の仕組みについて現地での体験を中
心に学びます。

●第１回

●第２回

2020年2月２３日（日）
鳥と風が育む天然林（前田公園）
2020年３月１５日（日）
昆虫が運ぶ植物の花粉（香嵐渓） 開催日 ２０２０年３月７日（土）

前号にお知らせしましたバークの無料配布ですが、まだ50㎥ほど
ございます。休耕時期に使用されてはいかがでしょうか。

○引き取り方法
　①まずはお電話をお願いします。
　②日時を打合せしていただき、お車を原木流通センターへお願いします。
　③平日は職員が積み込みをお手伝いします。土日祝日はご自身でお持ちください。
　④配達はいたしません。
　⑤無くなり次第終了します。 連絡先／豊田森林組合林産課　℡0565-61-1616

今年もキノコのシーズンがやって来ました！
いよいよ今年もキノコのシーズンが始まりました。依然原木の入荷は不安定ですので、
ご入用の方はお早目の手配をお願い致します。

●原木　●シイタケの駒菌　●シイタケのおが菌　●ドリルビット

ご予約、お問合せ／豊田森林組合　購買担当　鈴木・松井　℡0565-61-1616

左右の刃の大きさ 左右の刃の角度
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E-mail ： info@woodytoyota.net

発行日 令和元年12月25日　発行 豊田森林組合

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組合
員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。

土地所有者名義変更等、
「変更届け」は90日以内に
提出してください。

豊田森林組合

0565・61・1616〈電話〉
〈FAX〉0565・61・1617

〒444-2424 豊田市足助町横枕5番地

通信通信通信

組合員の
皆さまへ
お願い。

No.44

年末年始休業のごあんない
令和元年12月28日（土）～令和2年1月6日（月）まで年末年始のお休みをいただきます。

購買も併せてお休みをいただきますのでご了承ください。
巡回営業は1月7日（火）より開始しますので宜しくお願い致します。

TEL 0565-61-1616お問合せ・ご注文等 豊田森林組合 購買担当 鈴木・松井まで

林業機械の
簡単 お手入れ方法
ソーチェン目立て実施編②

森林作業に活躍しているチェンソーですが、目立てがしっか
りできていないと作業効率も悪くなりケガの一因となります。
今回は目立ての際、気を付けたいポイントをご紹介します。

左右の刃の大きさ左右の刃の大きさ左右の刃の大きさ

　刃の左右の大きさが違うと木材を切断する

時に切り口が大きい刃の方へ曲がってしまい

ます、その為、木口の断面がずれたりします。

《上から見た時の刃の大きさの違い》

左右の刃の角度左右の刃の角度左右の刃の角度

　刃を上から見た時の角度が基本30度、こち
らも左右で角度が違うと鋭角な刃の方に曲が
りやすくなります。（堅い木や縦引きは鈍角に、
柔らかい木は鋭角にする場合もある）（曲がり
の原因はガイドバーの曲がり等他の要因もあ
ります。）どちらも均等な刃の大きさになるよう
注意して目立てをしましょう。

《上から見た時の角度が基本30度》

目立ての際、気を付けたいポイント

慣れないうちは、補助具を使うのをお勧めします、
補助具はいろいろな種類があるのでお気軽にご相談ください。
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苗木斡旋注文書 注文日／令和　　  　年　　 　 月　　 　 日

ご依頼主

〒 郵便番号

電話番号

住所

氏　名

受取希望
事業所に
○を付け
て下さい。

・豊田  ・小原藤岡　
・足助  ・下山　
・旭　  ・稲武

苗木関係資材単価

山行苗  《※２５本単位でご注文をお願いします》
果樹・街路樹・庭公園樹・緑化木苗木

番号 樹　種 規　格 用途 単価（円） 単価（円）数量 数量

80-01-1

80-02-3

80-02-2

80-02-1

80-03-6

80-06-1

80-05-1

80-04-1

80-14-1

80-16-1

80-13-6

80-13-2

80-15-2

80-15-3

80-15-4

80-15-1

80-15-6

80-16-2

80-16-3

80-16-4

80-16-5

80-27-1

80-27-2

80-29-1

80-29-2

K90-05-1

80-07-4

80-07-10

80-19-3

ス　ギ

ヒノキ

ヒノキ

ヒノキ

黒　松

クヌギ

コナラ

ケヤキ

ヤシャブシ

山クリ

梅　苗

柿苗

栗苗

プルーン

実桃苗

ユズ（大実）

吉野桜

山　桜

イチョウ

45ｃｍ上

45ｃｍ上

25ｃｍ上

  8ｃｍ上

30ｃｍ上

45ｃｍ上

45ｃｍ上

0.6ｍ上

１年生根元径4ﾐﾘ

60ｃｍ上

番号 樹　種 規　格 用途

その他資材

ザイトロン（1kg）

フレノック（2.5kg）

ちから３号（１５㎏）

ｺﾆﾌｧｰ水和剤　１ℓ

山植

山植

畑植

畑植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

118

120

39

18

54

94

94

96

44

144

玉　英

小　梅

富　有

次　郎

筆　柿

蜂　屋

富　士

丹　沢

筑　波

銀　寄

利　平

シュガー

サン

白　桃

大久保

1年生

苗木1.5ｍ

苗木1.0ｍ

実（ﾂｷﾞ木0.6ｍ）

（中生）

（早生）

（甘）

（甘）

（甘）

（渋）

（渋）

（早生）

（中生）

（晩生）

（晩生）

1,000

1,000

1,150

1,150

1,150

1,150

1,200

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,250

900

400

1,250

㊞

ふりがな

クズ類

笹
ススキ類

散布剤

薬　　　剤

薬　　　剤

緑化木肥料

忌　避　剤

※この注文表は（税別価格）になっています

■注文書に必要事項をご記入のうえ、豊田森林組合
本所へご持参またはFAXでお願いします。 今回より苗木等の配達はなくなりました。

指定日に希望事業所でのお受け取りのみになります。
指定日以外は本所にてお渡しになります。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

※市外の方は申し訳ありませんが郵送かファックスにて
　ご注文ください。（お問合せ・FAX番号は7ページへ）

■苗木引き渡し

ご注文方法 ご注意ください

73-04

73-02

72-04

73-11

1,200

4,600

3,200

2,700

※スギ、ヒノキ、マツ注文については２５本単位での注文となります。
※プルーンは３本以上をおすすめします。

※栗、ユズ、桜の苗木は品薄のため、ご確認のうえ
　ご注文ください。

▷苗木の引き渡しは３月頃を予定しています。
▷苗木は受取希望事業所にてお受け取りください。

●配達廃止のお知らせ

●斡旋以外の注文は
　別途「取寄せ送料」が必要です。
　ご注意ください。※引き渡し日は後日ご連絡します。

※

※

※

※

《苗木がご用意できない場合があります。》

注文締切り日／令和2年1月31日（金）


