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おかげさまで組合も今年4月に17年目を迎えました。
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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。

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。

組合員の
皆さまへ
お願い。

森づくりの団地化を推進していく上で、組合員の皆さまには杭入れ等にご参加頂いておりますが、未だ新型
コロナウイルス感染症が終息する兆しが見えておりません。市内に感染者が増加した場合、当組合では豊田
市の「新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」に基づき、杭入れ等は中止又は延期となります。
組合員の皆さまの健康を第一と考えて担当者から連絡をさせて頂きますので、ご理解とご協力をお願い致し
ます。 お問い合わせは　豊田森林組合　計画グループ　℡0565-61-1616

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

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》

番号 樹　種 規　格 用途 単価（円） 単価（円）数量 数量

80-01-1

80-01-10

80-01-4

80-02-3

80-02-2

80-02-4

80-06-6

80-06-3

80-08-3

80-04-1

80-14-1

80-16-1

ス　ギ

ス　ギ

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

45ｃｍ上

35ｃｍ上

キャビティ30cm上

45ｃｍ上

35ｃｍ上

キャビティ30cm上

30ｃｍ上

60ｃｍ上

60ｃｍ上

60cm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）

丸山1号（20kg）

丸山3号（20kg）

ちから1号（15㎏）

ちから３号（15㎏）

ｺﾆﾌｧｰ水和剤　１ℓ

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

156

148

236

156

148

247

110

209

209

156

123

181

㊞

ふりがな

クズ類

ササ類

クルミ状

クルミ状

粒　状

粒　状

散布剤

食害対策

薬　　剤

緑化木肥料

忌  避  剤

防護ネット

※この注文表は（税込価格）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
　ご持参または下記までFAXでお願いします。

◇苗木等の配達はなくなりました。
◇指定日に本所（足助）でのお受け取りのみになります。
◇指定日以外も本所にてお渡しとなります。
◇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。
■苗木引き渡し

苗木斡旋のご注文方法

ご注意ください

73-04

73-02

72-05

72-06

72-02

72-04

73-11

K90-05

1,320

4,180

3,300

3,630

2,860

3,520

3,190

1,311※スギ、ヒノキ、マツの注文については、２５本単位でお願いします。

※サプリガードは70セット以下の場合、
　別途取り寄せ送料が掛かります。

▷苗木の引き渡しは３月11日（金）を予定しています。
▷苗木引き渡しは本所（足助）のみになります。

●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。

※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4年1月31日（月）

サプリガードHP22
1.7m風雪用セット

※キャビティ苗は300mlと150mlの2種類が
　御座いますので、ご指定ください。

今年は生育不良等の理由で数量が少なく確保と価格の
確定が出来ない上に、有っても少量の為、別途送料が
発生してしまいます。
その為、ご入用の方は一度、豊田森林組合購買担当ま
でお問い合せください。

※果樹・緑化木等について

E-mail ： info@woodytoyota.net

発行日 令和３年12月25日　
発　行 豊田森林組合

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
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□データで見る16年

組合も設立して17年目を迎えました

歴代組合長の紹介
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組合員数の推移 事業総収益の推移

当期剰余金の推移 団地化認定面積

間伐面積の推移 素材取扱量の推移

設立当初8,600名超でしたが、Ｒ2年度末では
300名減で推移しています。

Ｈ17年度以降、
12億円前後の売り上げで推移しています。

年度により剰余金の増減が多いため、
安定した経営を今後も目指します。

組合員の皆さまのご協力の下、
順調に団地化は進んでいます。

高性能林業機械の導入、
中核製材工場への納入で取扱量も年々増加しています。

団地化の推進に伴い間伐面積も順調に推移しています。

R2H17 H20 H23 H26 H29

R2H17 H20 H23 H26 H29

R2H17 H20 H23 H26 H29 R2H17 H20 H23 H26 H29

R2H20 H23 H26 H29

R2H17 H20 H23 H26 H29

　平成17年4月に7森林組合が対等合併し、「豊田森
林組合」が誕生しまして、17年目を迎えることができ
ました。この間、林業界を取り巻く環境は大きく変わっ
てきました。当組合も時代の潮流に合わせ常に変化を
してきました。最近では支所機能を廃止し全てを本所
に統合しました。一部の組合員の方にはご不便をお
掛けしましたが、一定のご理解を頂き現在も順調に運
営を行っております。また、現場従事者の雇用体制を

見直し、賃金を出来高制から月給制へ移行するなど
安定した雇用に取り組みました。
　当組合は設立時に「矢作川中上流域の森林の健全
な育成と管理を行う中核的な担い手となるため、新し
い都市型森林組合を目指す」と宣言しました。今後は
第4次中期経営計画を基に、組合員の皆様をはじめ
全ての豊田市民からも愛される森林組合となるよう
精進して参ります。

　設立から現在まで4名の組合長が組

合運営に携わっていただきました。

　初代組合長の中根氏は数々の諸問

題の解決に刻苦して合併に導いていた

だきました。二代目の清水氏は本所事務

所新築、下山支所新築にご尽力をいた

だきました。三代目の鈴木氏は本所、支

所統合、雇用体制の見直しに奮励して

いただきました。それぞれのお立場で組

合のために尽くしていただいたことに感

謝申し上げます。

初代組合長

中 根 芳 郎
（Ｈ17年～Ｈ25年）

三代目組合長

鈴 木 誠 美
（Ｒ1年～Ｒ3年）

二代目組合長

清 水 元 久
（Ｈ25年～Ｒ1年）

四代目組合長

片 桐 正 博
（Ｒ3年～　）

ウッディとよた通信も
50号を迎えました
　平成17年の4月に第1号を発刊してから年に約3回のペースで発行を続けて50
号を迎えました。これまで当組合の出来事や行事の案内、林業施策の動きなどを
組合員の皆様にお知らせをしてきました。このようにして組合員さんや地域との関り
を深め、森林管理や林業の大切さを伝えたり、市内の森林や山村の魅力を発信し
ていくことは、当組合にとっても重要な役割だと考えています。今後も内容の充実を
図りながら、継続して発刊していきます。そのため連絡員の皆様にはご足労をおか
けしますが、引き続いて宜しくお願い致します。 記念すべき第 1号
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活動報告 2021.2月～ 2021.3月

木製パーテーションを
市役所に寄贈しました
　令和3年2月1日（月）に豊田市役所に木製のパーテーション2枚

を寄贈しました。当組合は市の「とよたSDGｓパートナー」であ

り、今回のパーテーションの片面はSDGｓの取組みと森林や木

材の関りが学べる図と、もう片面は市域の森林の状況、市内で生

育している樹木のサンプルを張り付けて手で触れることができ

ます。この日は市役所内で贈呈式を行い、組合から間伐材で製作

した目録を贈呈し市長から組合へ感謝状を頂きました。このパー

テーションは豊田市役所南庁舎1階の市民課待合スペースに設

置してあります。市役所にお越しの際は是非ともご覧下さい。

令和3年2月1日

とよたビジネスフェアに
参加しました
　令和3年3月11・12日（木・金）にスカイホール豊田において開

催された「とよたビジネスフェア」に当組合も出展しました。今回

初めてということもあり、木材や緑化関係の4団体（ウッディー

ラー豊田、西垣林業㈱、ヤハギ緑化㈱、当組合）で合同出展を行

いました。約100社の出展社の中でも当ブースは非常に目立って

おり、大変多くの方に商品を見て頂きました。当組合は導入した

レーザー加工機で作製した木製品を展示したところ、各企業の

方々が自社の備品等に使えないかと熱心に質問をしていました。

他にも県産材を使用したCLTで作ったスツール＆トーチを並べ

たところ、昨今のキャンプブームで個人の方が興味深く見て頂き

ました。二日間の出展を通して当組合の取組みや事業内容、木材

加工の幅広さを理解して頂けたかと思います。

令和3年3月11・12日

豊田森林組合のこれまでのあゆみ豊田森林組合のこれまでのあゆみ豊田森林組合のこれまでのあゆみ

行政・社会のできごと行政・社会のできごと行政・社会のできごと

●7つの森林組合が対等合
併し豊田森林組合が誕生

●森のカルテ研修（日吉町）
●市議との林政懇談会

●組合本所建設開始
●先進地視察（久万広域森
林組合、多野東部森林組
合、三次地方森林組合）
●木材センターへグラップ
ルソー導入

●とよたエコフルタウンオー
プン
●おいでんさんそんセンター
開所
●第2次豊田市森づくり基本
計画策定
●2020年東京オリンピック
開催決定

●豊田市が中核製材工場誘
致を発表
●設楽町、津具森林組合が
合併
●県内全市町村で木材利用
方針を策定
●消費税が8％に増税
●サッカーワールドカップブ
ラジル大会開催

●中核製材工場が決定（西
垣林業）
●とよた森林学校が10周年
記念行事を開催
●安全保障関連法が成立
●世界各地でイスラム過激
派のテロ

●循環型林業の取組開始
●食と緑の基本計画2020
策定
●熊本大地震
●米大統領トランプ氏就任
●リオオリンピック開幕

●新・豊田市100年の森づく
り構想策定
●衆院選自民大勝、民進分
裂
●九州北部豪雨

●森づくり会議団地化が10
年
●西垣林業豊田工場本格稼
働
●平昌オリンピック開幕　
●西日本豪雨、北海道地震

●愛知県にて第70回全国植
樹祭開催
●稲武木の駅プロジェクト
開始
●森林環境税及び森林環境
譲与税の創設
●ラグビーワールドカップ
2019日本大会開幕
●消費税が10%に増税

●市内の森林面積の約半分
が団地化に
●食と緑の基本計画2025
策定
●新型コロナウィルス蔓延
●東京オリンピック1年延期
●菅政権発足

●組合本所完成

●木材センターにログロー
ダー導入
●プロセッサ1台導入
●稲武支所購買事業開始

●第2次中期経営計画策定
（Ｈ27～Ｈ29）
●第4期役員改選　　　　
●プロセッサ、フォワーダを
各1台導入

●木材センターが県森連へ
移管
●スイスフォレスター研修会
開催

●下山支所建て替え完成
●山神祭にてＷＬＣ日本代表
による講習

●ＧＩＳ導入に向けて北信州
森林組合へ研修
●豊田市、岐阜県立森林文
化アカデミー、組合と人材
育成の三者協定締結

●第5期役員改選
●第3次中期経営計画策定
（Ｈ30～Ｒ2）
●森林文化アカデミーにて
職員研修開始
●支所統合に伴う説明会を
開催　

●職員本所に統合
●購買巡回営業開始
●スイングヤーダ、プロセッ
サ、フォワーダ各1台導入
●中部電力と災害復旧の覚
書締結
●意欲と能力のある林業事
業体に認定

●森林作業員の雇用体制見
直し
●現場従事者7名が総合職
現業職員へ
●組合施設の一部を譲渡　
●レーザー加工機、ＵＶプリ
ンターを導入

●広域合併（7市町村）　　
●とよた森づくり委員会発足
●食と緑の基本計画策定
●京都議定書発効
●愛・地球博開幕　　　　
●宇宙飛行士野口聡一さん
スペースシャトルで宇宙
へ

●豊田市100年の森づくり
構想の策定
●とよた森林学校の開校式
●ご当地ナンバーに「豊田」
がお目見え
●国が森林・林業基本計画
策定

●豊田市森づくり条例の施
行
●豊田市森づくり基本計画
策定
●豊田加茂地域木材認証制
度開始
●郵政民営化がスタート

●豊田市森づくり白書作成
●岡崎市、額田町森林組合
が合併
●あいち森と緑づくり委員会
設置
●北京オリンピック開幕
●リーマンショック　　

●豊森なりわい塾発足　　
●豊田市がＧＩＳの導入
●あいち森と緑づくり事業施
行
●森林・林業再生プラン策定
●エコポイントがスタート　
●衆院選で民主党が大勝　

●豊田市制60周年記念植樹
●矢作川流域圏懇談会設立
●愛知県産材認定制度がス
タート
●サッカーワールドカップ南
アフリカ大会開催
●小惑星探査機はやぶさ7
年ぶりに帰還

●旭木の駅プロジェクト開始
●とよた森林学校ＯＢ会設立
●森林法改正
●森林経営計画制度がス
タート
●食と緑の基本計画2015策
定
●東日本大震災
●タイ大洪水でバンコク冠水

●下山テストコース開発始ま
る
●ロンドンオリンピック開幕
●衆院選自民党大勝政権奪
還
●新城森林総合センター開
所

●とよた森林学校がスタート

●役員改選（全員再任）
●愛知県林業振興基金より
高性能林業機械借入

●第1次中期経営計画策定
（Ｈ22～Ｈ27）

●しもやま里山協議会設立
●コンプライアンス委員会
設置

●施業プランナー研修（多野
東部森林組合）
●市議との林政懇談会　　
●市長との役員懇談会

●森林経営計画導入
●理事会委員会制度開始　
●市長と若手職員の懇談会

●スイングヤーダ1台導入　
●第3期役員改選

●高性能林業機械スイング
ヤーダ、ハーベスタ、フォ
ワーダ各１台導入

●セルフローダ1台導入
●豊田加茂地域木材認証協
議会設立

●あいち森と緑づくり事業開始
●測量補助員制度（コーディ
ネーター）始まる

●高性能林業機械2セット導入
●第2期役員改選

●中核森林組合認定　
●森づくり会議団地開始
●ダウンバーストによる被害
（稲武支所）　
　

●第1回地区懇談会開催
　※これ以降毎年開催

平成17年（2005）

平成22年（2010） 平成23年（2011） 平成24年（2012）

平成22年（2010） 平成23年（2011） 平成24年（2012）平成21年（2009）

平成26年（2014） 平成27年（2015） 平成28年（2016）平成25年（2013） 平成30年（2018） 令和元年（2019） 令和2年（2020）平成29年（2017）

（平成17年～平成24年）

（平成25年～令和2年）



平成26年（2014） 平成27年（2015） 平成28年（2016）平成25年（2013） 平成29年（2017） 平成30年（2018） 令和元年（2019） 令和2年（2020）

平成18年（2006） 平成19年（2007） 平成20年（2008）平成17年（2005） 平成21年（2009）

平成18年（2006） 平成19年（2007） 平成20年（2008）
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活動報告 2021.2月～ 2021.3月

木製パーテーションを
市役所に寄贈しました
　令和3年2月1日（月）に豊田市役所に木製のパーテーション2枚

を寄贈しました。当組合は市の「とよたSDGｓパートナー」であ

り、今回のパーテーションの片面はSDGｓの取組みと森林や木

材の関りが学べる図と、もう片面は市域の森林の状況、市内で生

育している樹木のサンプルを張り付けて手で触れることができ

ます。この日は市役所内で贈呈式を行い、組合から間伐材で製作

した目録を贈呈し市長から組合へ感謝状を頂きました。このパー

テーションは豊田市役所南庁舎1階の市民課待合スペースに設

置してあります。市役所にお越しの際は是非ともご覧下さい。

令和3年2月1日

とよたビジネスフェアに
参加しました
　令和3年3月11・12日（木・金）にスカイホール豊田において開

催された「とよたビジネスフェア」に当組合も出展しました。今回

初めてということもあり、木材や緑化関係の4団体（ウッディー

ラー豊田、西垣林業㈱、ヤハギ緑化㈱、当組合）で合同出展を行

いました。約100社の出展社の中でも当ブースは非常に目立って

おり、大変多くの方に商品を見て頂きました。当組合は導入した

レーザー加工機で作製した木製品を展示したところ、各企業の

方々が自社の備品等に使えないかと熱心に質問をしていました。

他にも県産材を使用したCLTで作ったスツール＆トーチを並べ

たところ、昨今のキャンプブームで個人の方が興味深く見て頂き

ました。二日間の出展を通して当組合の取組みや事業内容、木材

加工の幅広さを理解して頂けたかと思います。

令和3年3月11・12日

豊田森林組合のこれまでのあゆみ豊田森林組合のこれまでのあゆみ豊田森林組合のこれまでのあゆみ

行政・社会のできごと行政・社会のできごと行政・社会のできごと

●7つの森林組合が対等合
併し豊田森林組合が誕生

●森のカルテ研修（日吉町）
●市議との林政懇談会

●組合本所建設開始
●先進地視察（久万広域森
林組合、多野東部森林組
合、三次地方森林組合）
●木材センターへグラップ
ルソー導入

●とよたエコフルタウンオー
プン
●おいでんさんそんセンター
開所
●第2次豊田市森づくり基本
計画策定
●2020年東京オリンピック
開催決定

●豊田市が中核製材工場誘
致を発表
●設楽町、津具森林組合が
合併
●県内全市町村で木材利用
方針を策定
●消費税が8％に増税
●サッカーワールドカップブ
ラジル大会開催

●中核製材工場が決定（西
垣林業）
●とよた森林学校が10周年
記念行事を開催
●安全保障関連法が成立
●世界各地でイスラム過激
派のテロ

●循環型林業の取組開始
●食と緑の基本計画2020
策定
●熊本大地震
●米大統領トランプ氏就任
●リオオリンピック開幕

●新・豊田市100年の森づく
り構想策定
●衆院選自民大勝、民進分
裂
●九州北部豪雨

●森づくり会議団地化が10
年
●西垣林業豊田工場本格稼
働
●平昌オリンピック開幕　
●西日本豪雨、北海道地震

●愛知県にて第70回全国植
樹祭開催
●稲武木の駅プロジェクト
開始
●森林環境税及び森林環境
譲与税の創設
●ラグビーワールドカップ
2019日本大会開幕
●消費税が10%に増税

●市内の森林面積の約半分
が団地化に
●食と緑の基本計画2025
策定
●新型コロナウィルス蔓延
●東京オリンピック1年延期
●菅政権発足

●組合本所完成

●木材センターにログロー
ダー導入
●プロセッサ1台導入
●稲武支所購買事業開始

●第2次中期経営計画策定
（Ｈ27～Ｈ29）
●第4期役員改選　　　　
●プロセッサ、フォワーダを
各1台導入

●木材センターが県森連へ
移管
●スイスフォレスター研修会
開催

●下山支所建て替え完成
●山神祭にてＷＬＣ日本代表
による講習

●ＧＩＳ導入に向けて北信州
森林組合へ研修
●豊田市、岐阜県立森林文
化アカデミー、組合と人材
育成の三者協定締結

●第5期役員改選
●第3次中期経営計画策定
（Ｈ30～Ｒ2）
●森林文化アカデミーにて
職員研修開始
●支所統合に伴う説明会を
開催　

●職員本所に統合
●購買巡回営業開始
●スイングヤーダ、プロセッ
サ、フォワーダ各1台導入
●中部電力と災害復旧の覚
書締結
●意欲と能力のある林業事
業体に認定

●森林作業員の雇用体制見
直し
●現場従事者7名が総合職
現業職員へ
●組合施設の一部を譲渡　
●レーザー加工機、ＵＶプリ
ンターを導入

●広域合併（7市町村）　　
●とよた森づくり委員会発足
●食と緑の基本計画策定
●京都議定書発効
●愛・地球博開幕　　　　
●宇宙飛行士野口聡一さん
スペースシャトルで宇宙
へ

●豊田市100年の森づくり
構想の策定
●とよた森林学校の開校式
●ご当地ナンバーに「豊田」
がお目見え
●国が森林・林業基本計画
策定

●豊田市森づくり条例の施
行
●豊田市森づくり基本計画
策定
●豊田加茂地域木材認証制
度開始
●郵政民営化がスタート

●豊田市森づくり白書作成
●岡崎市、額田町森林組合
が合併
●あいち森と緑づくり委員会
設置
●北京オリンピック開幕
●リーマンショック　　

●豊森なりわい塾発足　　
●豊田市がＧＩＳの導入
●あいち森と緑づくり事業施
行
●森林・林業再生プラン策定
●エコポイントがスタート　
●衆院選で民主党が大勝　

●豊田市制60周年記念植樹
●矢作川流域圏懇談会設立
●愛知県産材認定制度がス
タート
●サッカーワールドカップ南
アフリカ大会開催
●小惑星探査機はやぶさ7
年ぶりに帰還

●旭木の駅プロジェクト開始
●とよた森林学校ＯＢ会設立
●森林法改正
●森林経営計画制度がス
タート
●食と緑の基本計画2015策
定
●東日本大震災
●タイ大洪水でバンコク冠水

●下山テストコース開発始ま
る
●ロンドンオリンピック開幕
●衆院選自民党大勝政権奪
還
●新城森林総合センター開
所

●とよた森林学校がスタート

●役員改選（全員再任）
●愛知県林業振興基金より
高性能林業機械借入

●第1次中期経営計画策定
（Ｈ22～Ｈ27）

●しもやま里山協議会設立
●コンプライアンス委員会
設置

●施業プランナー研修（多野
東部森林組合）
●市議との林政懇談会　　
●市長との役員懇談会

●森林経営計画導入
●理事会委員会制度開始　
●市長と若手職員の懇談会

●スイングヤーダ1台導入　
●第3期役員改選

●高性能林業機械スイング
ヤーダ、ハーベスタ、フォ
ワーダ各１台導入

●セルフローダ1台導入
●豊田加茂地域木材認証協
議会設立

●あいち森と緑づくり事業開始
●測量補助員制度（コーディ
ネーター）始まる

●高性能林業機械2セット導入
●第2期役員改選

●中核森林組合認定　
●森づくり会議団地開始
●ダウンバーストによる被害
（稲武支所）　
　

●第1回地区懇談会開催
　※これ以降毎年開催

平成17年（2005）

平成22年（2010） 平成23年（2011） 平成24年（2012）

平成22年（2010） 平成23年（2011） 平成24年（2012）平成21年（2009）

平成26年（2014） 平成27年（2015） 平成28年（2016）平成25年（2013） 平成30年（2018） 令和元年（2019） 令和2年（2020）平成29年（2017）

（平成17年～平成24年）

（平成25年～令和2年）



4つの重点項目 職員行動指針

経営ビジョン
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今年もキノコのシーズンが
やって来ました！
今年もキノコのシーズンが
やって来ました！
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
早目のご注文をお願い致します。

〈ご予約・お問合せ〉
豊田森林組合 購買担当 古井・松井 ℡0565-61-1616

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により、提案会等の
予定が変わる場合があります。
森づくりの団地化を推進していく上で、組合員の皆さ
まには杭入れや説明会等にご参加頂いております。杭
入れを行う際には、日程や時間帯、対象人数を限定する
等、感染拡大の予防に努めていますが、室内で行われる
提案会等は中止又は延期とし、個別に関係書類を送付
させて頂くことがございます。豊田市森林課や地域森
づくり会議代表者様とその都度協議をし、判断致しま
す。
ご理解とご協力をお願い致します。

〈お問い合せ〉
豊田森林組合 林産課計画グループ ℡0565-61-1616

3,740円/袋
2,040円/袋

その他各種取り揃えております。
お問い合わせください。

組合員の皆様へ

還元セール開催
今年度もコロナ禍の影響で購買の売り出しが開催できませんでした。
そこで、日頃からお世話になっております組合員の皆様に少しでも還元でき
るよう、クーポンを発行させて頂きます。この機会にぜひご利用ください。
また、当組合の取引業者からお値打ちな商品を期間限定（令和4年3月25日
まで）で販売しますので、そちらもお楽しみにして下さい。

《利用条件》
◯クーポンによる割引は、消費税別合計金額から5％割引させて頂きます。
◯クーポン券を切り取ってお持ちください。
◯組合員様お一人様一回限り
◯有効期限 令和4年1月4日～3月25日まで
◯クーポンを利用された商品の返品・交換はお断りします。
◯当組合が不正行為、または疑わしいと判断する場合、使用されたクーポ
ンの割引は当組合の判断により無効または差し止めをさせて頂く場合
があります。予めご了承下さい。

でき
。
25日

す。

ーポ
場合

有効期限　令和4年1月4日～3月25日まで

（※価格はすべて税込です。）

※クーポン券を切り取ってお持ちください。

年末年始休業のご案内年末年始休業のご案内年末年始休業のご案内

年末年始のお休みをいただきます。

令和4年1月4日
       ～3月25日まで
※1月4日より先着10台、
　刈払機下取り5,000円値引きセール！

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4日（火）より開始しますので宜しくお願い致します。

令和3年12月29日（水）～令和４年1月3日（月）まで

原　     木

ドリルビット

シイタケの
駒菌

90㎝

9.2㎜

森産業 
290号 

1,000駒入
500駒入

ストッパー有

638円/本

1,012円

これからの豊田森林組合
　第４次中期経営計画（令和3年度～令和8年度）では、経営理念の充実、経営ビジョン
の実現を目指して、経営目標・実行計画となる4つの重点項目を掲げました。

充実を
目指して

実現を
目指して

実行
します

持ち続けます

１．健全な組合活動を通じ、人々の心が豊かになる社会づくりに貢献します。
２．地域の林業を活性化するため、安定的な地域材供給を目指します。
３．持続可能な環境づくりのため、地域森林管理の中核として森林整備を進めます。

経営理念 人、地域、持続できる環境のために

１．組織の充実

２．事業の充実

３．経営の充実

　組合員、行政、関係諸団体との連携を確立し、自主・自立した
森林組合を目指します。

　森林管理のシステム化を進め、高性能林業機械により生産さ
れる地域材の流通・活用により、生産から販売までの合理的な
販売体制を目指します。

　組合員、地域に貢献できるよう、効率的な組織運営と安定的
な経営を確立するとともに、職員・作業員の育成を行い、経営資
源の充実を図ります。

組織の
充実

事業の
充実

経営の
充実

プロ意識・協調性・挑戦

① 効率的な事業運営 ② 安定的な経営と組合員への貢献
◯森づくり団地の取組みをさらに進めます
　地域森づくり会議、豊田市との協力により、初期の目標
としている市内ヒノキ・スギ人工林（私有林）の約60％の団
地化を令和5年度に達成する見込みです。その後も団地化
を進め、間伐事業地の確保先行を目指します。GISによる団
地データの一元管理化を進め、業務効率化を図ります。

◯組合員に貢献できる組合経営を実現します
　地域に密着し、組合員に費用対効果の高いサービスを
提供します。

◯アクションプランの実行管理をします
　重点項目毎に設けた「取組み目標」を達成する為、計画
したアクションプランの実行管理をします。

◯推進体制を設けます
　取り組みを確実に現場へ
落とし込むために、各担当
職員、現場リーダーも参画
した推進体制を設けます。
計画期間中に、追加的な目
標、計画の改善を行います。

◯安定的な黒字経営を実現します
　事業収支を詳細にシ
ミュレーションして、事業
規模・利益率の目標値
を設定します。不要資産
の処分を計画的かつ早
期に実行します。

◯地域や組合員の多様なニーズに応えます
　採算性・効率性を向上させ、家裏伐採などの新たなニー
ズにも応えられる体制を整えます。

◯木材の安定供給実現を実現します
　高性能林業機械の更新計画を実行し、採算性・効率性を
向上させて、増産を図ります。

③ 組織としての指導力と実行力の強化 ④ 組合を挙げた推進体制
◯指揮系統、職務分担を明確化します

◯労働災害ゼロを達成するため
　現場の声を活かして対策に
　取り組みます

◯次世代の育成体制を整えます
　マネジメント、トレーナーに関する研修を実施します。森
林作業員に必要な技術要件を明確化し、技術力の底上げ
を図ります。

　家族が安心できる、誇りを持って働
ける職場づくりを推進します。

◯組合員様お一人様一回限り
◯クーポンでお買上げ商品の返品
　・交換はお断りします
◯苗木、椎茸原木、種菌等は対象外になります。

｟注意事項｠

【購買からお知らせ】令和4年3月31日は棚卸しのため、臨時休業とさせて頂きます。
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今年もキノコのシーズンが
やって来ました！
今年もキノコのシーズンが
やって来ました！
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
早目のご注文をお願い致します。

〈ご予約・お問合せ〉
豊田森林組合 購買担当 古井・松井 ℡0565-61-1616

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により、提案会等の
予定が変わる場合があります。
森づくりの団地化を推進していく上で、組合員の皆さ
まには杭入れや説明会等にご参加頂いております。杭
入れを行う際には、日程や時間帯、対象人数を限定する
等、感染拡大の予防に努めていますが、室内で行われる
提案会等は中止又は延期とし、個別に関係書類を送付
させて頂くことがございます。豊田市森林課や地域森
づくり会議代表者様とその都度協議をし、判断致しま
す。
ご理解とご協力をお願い致します。

〈お問い合せ〉
豊田森林組合 林産課計画グループ ℡0565-61-1616

3,740円/袋
2,040円/袋

その他各種取り揃えております。
お問い合わせください。

組合員の皆様へ

還元セール開催
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◯当組合が不正行為、または疑わしいと判断する場合、使用されたクーポ
ンの割引は当組合の判断により無効または差し止めをさせて頂く場合
があります。予めご了承下さい。
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25日
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ドリルビット
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駒菌

90㎝

9.2㎜
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1,000駒入
500駒入
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638円/本

1,012円

これからの豊田森林組合
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な経営を確立するとともに、職員・作業員の育成を行い、経営資
源の充実を図ります。

組織の
充実

事業の
充実

経営の
充実

プロ意識・協調性・挑戦

① 効率的な事業運営 ② 安定的な経営と組合員への貢献
◯森づくり団地の取組みをさらに進めます
　地域森づくり会議、豊田市との協力により、初期の目標
としている市内ヒノキ・スギ人工林（私有林）の約60％の団
地化を令和5年度に達成する見込みです。その後も団地化
を進め、間伐事業地の確保先行を目指します。GISによる団
地データの一元管理化を進め、業務効率化を図ります。

◯組合員に貢献できる組合経営を実現します
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提供します。

◯アクションプランの実行管理をします
　重点項目毎に設けた「取組み目標」を達成する為、計画
したアクションプランの実行管理をします。

◯推進体制を設けます
　取り組みを確実に現場へ
落とし込むために、各担当
職員、現場リーダーも参画
した推進体制を設けます。
計画期間中に、追加的な目
標、計画の改善を行います。

◯安定的な黒字経営を実現します
　事業収支を詳細にシ
ミュレーションして、事業
規模・利益率の目標値
を設定します。不要資産
の処分を計画的かつ早
期に実行します。

◯地域や組合員の多様なニーズに応えます
　採算性・効率性を向上させ、家裏伐採などの新たなニー
ズにも応えられる体制を整えます。

◯木材の安定供給実現を実現します
　高性能林業機械の更新計画を実行し、採算性・効率性を
向上させて、増産を図ります。

③ 組織としての指導力と実行力の強化 ④ 組合を挙げた推進体制
◯指揮系統、職務分担を明確化します

◯労働災害ゼロを達成するため
　現場の声を活かして対策に
　取り組みます

◯次世代の育成体制を整えます
　マネジメント、トレーナーに関する研修を実施します。森
林作業員に必要な技術要件を明確化し、技術力の底上げ
を図ります。

　家族が安心できる、誇りを持って働
ける職場づくりを推進します。

◯組合員様お一人様一回限り
◯クーポンでお買上げ商品の返品
　・交換はお断りします
◯苗木、椎茸原木、種菌等は対象外になります。

｟注意事項｠

【購買からお知らせ】令和4年3月31日は棚卸しのため、臨時休業とさせて頂きます。
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おかげさまで組合も今年4月に17年目を迎えました。

50号50号50号！50号！50号50号50号！

！

ウッデ
ィとよた

通信も

50号！

ウッデ
ィとよ

た通信
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ィとよ

た通信
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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。

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。

組合員の
皆さまへ
お願い。

森づくりの団地化を推進していく上で、組合員の皆さまには杭入れ等にご参加頂いておりますが、未だ新型
コロナウイルス感染症が終息する兆しが見えておりません。市内に感染者が増加した場合、当組合では豊田
市の「新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」に基づき、杭入れ等は中止又は延期となります。
組合員の皆さまの健康を第一と考えて担当者から連絡をさせて頂きますので、ご理解とご協力をお願い致し
ます。 お問い合わせは　豊田森林組合　計画グループ　℡0565-61-1616

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

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》

番号 樹　種 規　格 用途 単価（円） 単価（円）数量 数量

80-01-1

80-01-10

80-01-4

80-02-3

80-02-2

80-02-4

80-06-6

80-06-3

80-08-3

80-04-1

80-14-1

80-16-1

ス　ギ

ス　ギ

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

45ｃｍ上

35ｃｍ上

キャビティ30cm上

45ｃｍ上

35ｃｍ上

キャビティ30cm上

30ｃｍ上

60ｃｍ上

60ｃｍ上

60cm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）

丸山1号（20kg）

丸山3号（20kg）

ちから1号（15㎏）

ちから３号（15㎏）

ｺﾆﾌｧｰ水和剤　１ℓ

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

156

148

236

156

148

247

110

209

209

156

123

181

㊞

ふりがな

クズ類

ササ類

クルミ状

クルミ状

粒　状

粒　状

散布剤

食害対策

薬　　剤

緑化木肥料

忌  避  剤

防護ネット

※この注文表は（税込価格）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
　ご持参または下記までFAXでお願いします。

◇苗木等の配達はなくなりました。
◇指定日に本所（足助）でのお受け取りのみになります。
◇指定日以外も本所にてお渡しとなります。
◇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。
■苗木引き渡し

苗木斡旋のご注文方法

ご注意ください

73-04

73-02

72-05

72-06

72-02

72-04

73-11

K90-05

1,320

4,180

3,300

3,630

2,860

3,520

3,190

1,311※スギ、ヒノキ、マツの注文については、２５本単位でお願いします。

※サプリガードは70セット以下の場合、
　別途取り寄せ送料が掛かります。

▷苗木の引き渡しは３月11日（金）を予定しています。
▷苗木引き渡しは本所（足助）のみになります。

●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。

※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4年1月31日（月）

サプリガードHP22
1.7m風雪用セット

※キャビティ苗は300mlと150mlの2種類が
　御座いますので、ご指定ください。

今年は生育不良等の理由で数量が少なく確保と価格の
確定が出来ない上に、有っても少量の為、別途送料が
発生してしまいます。
その為、ご入用の方は一度、豊田森林組合購買担当ま
でお問い合せください。

※果樹・緑化木等について

E-mail ： info@woodytoyota.net

発行日 令和３年12月25日　
発　行 豊田森林組合

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 No.50

〈その他・備考〉


