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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

E-mail ： info@woodytoyota.net
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「とよた森林学校」は
今春から新たな体制で
スタートします！

平成18年から当組合が事務局とし
て携わってきた「とよた森林学校」
ですが、令和4年4月から新しい体
制で運営されます。
組合員の皆さまの中にも「とよた森
林学校」に参加をしていただいた方
もお見えになるかと思いますが、ご
理解とご協力をお願い致します。

とよた森林学校はより多くの森の応援団を増やすため、
4月から大きな見直しをはかります。以下の変更点をご確認ください。

豊田市・森の総合サイト｢Tomori｣について
豊田の森に関する様々な情報が集約された総合サイトです。お手持ち
のスマホなどで最新の講座情報をいつでもどこでもチェックでき、講
座の申込みも可能です。今後はこのサイトがどんどんバージョンアッ
プされていく予定ですので、是非アクセスしてみてください。

QRコードからアクセス Webでキーワード検索

豊田市　トモリ

https://tomori-toyota.net/　

とよた森林学校の
講座ラインナップが変わりました
「多様な間伐手法を学ぼう!」や「地域の森・健康診断」な
どの新たな講座が加わりました。これまで毎年開催して
いた「楽しい山づくり入門講座」は開催しませんが、「山
を持ったら知っておくべきこと５選(仮)」という山主向け
講座を準備中です。お楽しみに！
※詳細はサイトをご覧ください

変更点1 森で楽しみたい・癒されたい人に
向けた｢とよたモリジャム(MORIJAM)｣

が仲間入り
「とよた森林学校」に加え、新たに｢とよたモリジャム(通
称：MORIJAM)｣がスタートします。MORIJAMではこ
れまで森と全く関わりがなかったような人でも参加しや
すい多様な講座が開催されますので、ぜひチェックして
みてください。 　
※詳細はサイトをご覧ください

変更点2

講座の主催者を
支援する制度ができました

今後、とよた森林学校・MORIJAMのラインナップを充
実、発展させていくため、講座を開催しようとする団体
を市がバックアップしていきます。補助金や各種支援制
度を準備しましたので、講座を開催したい方は豊田市森
林課へご相談ください。

変更点4

運営体制が変わりました

これまで、とよた森林学校の講座は全て市の主催で行っ
てきましたが、今後は様々な市民団体等が実施する講
座も仲間に加えていきます。市や市民団体等が協力し
ながら、魅力的な講座を展開していきます。

変更点3

講座情報をWebサイトで
発信していきます

このたび豊田市・森の総合サイト「Tomori」という新た
なwebサイトが新設されました！とよた森林学校と
MORIJAMの講座情報を発信していきます。チラシに
はまだ載っていない最新講座情報もアップされますの
で、是非チェックしてくだい。　

変更点5

申込方法が変わりました
今後は豊田市・森の総合サイト｢Tomori｣で講座の申込
みができるようになりました。１度アカウント登録を済ま
せてしまえば、簡単・スピーディに申込みをすることが可
能です。Web上の操作に自信がない方は主催者へ電
話やメールでお申しつけください。　　

変更点6
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稲武事業所を
解体しました。
　長きにわたり稲武地区の森林管理の拠点として皆様
にご愛顧いただきました豊田森林組合稲武事業所です
が、施設の老朽化等により本年1月から解体の運びとなり
ました。施設は撤去しましたが、従前通り足助の本所を
中心に組合員の皆さまにはご迷惑をお掛けすることな
く、森林整備事業に邁進して参りますので引き続きお引き
立てのほど宜しくお願い致します。

　稲武事業所の施設解体に伴い巡回サービスの拠点
を移転しました。
　これを機会に新しいサービス拠点にお越しください。

豊田森林組合

豊田森林組合稲武事業所の沿革 昭和51年12月01日

昭和55年12月13日

昭和62年04月01日

　

平成03年11月01日

平成17年04月01日

令和01年07月01日

事務所移転（桑原町中山形31）

貯木場改良舗装、製材施設増設

木材需要促進センターが小田木町に
建設され「モッキー」として運営開始

大径木加工施設を増設

豊田市合併と同時期に7森林組合が対等
合併をして豊田森林組合稲武支所となる

本所への統合に伴い豊田森林組合稲武事業所となる

森林組合発足

稲武町森林組合認可

稲武町役場内に稲武町森林組合を設立登記

事務所移転（稲橋字ゴワイタ5-2）

小径木処理施設、集会・宿泊施設の建設

事務所増築

林業センター竣工式

昭和16年03月30日

昭和17年04月01日

昭和26年04月01日

昭和45年08月28日

昭和51年11月01日

昭和51年11月29日

稲武の巡回サービスについて

名
倉
川

153

257

夏焼グランド

夏焼町集会所

豊田市
稲武支所

稲武町

移転場所

N

●営業開始日 令和4年2月9日（水）から
　                  （毎週水曜日 9：00～16：30）

●移転先
豊田市夏焼町
クルミサワ108-3
（夏焼町集会所横）

ウッドショックによる
木材価格の動向

　ウッドショックという言葉が聞かれるようになってから間もなく１
年が経過しようとしています。コロナ禍によって、木材の需要と供
給のバランスが、海運物流の混乱などと複雑に絡み合って価格
に連鎖反応を起こしました。その結果、ウッドショック以前の価格
よりも倍近い値段で取引される原木も出てきました。具体的に言
えば１㎥あたり３万５千円という、近年ではもうあり得ないと諦めて
いた価格で取引されました。これからは、このような価格がいつま
で続くかがもっぱらの関心事ですが、少しずつ値下がりしている
のは全国的な流れとなっています。しかし、今日、持続的社会の
形成を目指す様々な分野で林業に関する関心が高まり、その重
要性は益々高まっています。バブル経済の崩壊、リーマンショック
による世界恐慌のたびに下落してきた木材価格ですが、思わぬ
好転換期を迎え、森林所有者が国産材の供給を後押しすること
によって、森林を所有する意義を実感できる木材の価格帯でこ
れからも推移していく事は、「夢では無い」と思っています。今回、
最近の原木価格の推移を掲載しましたが、組合はこういった価
格の変動に注視していますので、分からない事がありましたらお
気軽にお問い合わせください。

お問合せは　林産課林産G　℡0565-61-1616

〈原木価格〉

スギ柱取
3m 16-18cm

スギ柱取中目
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スギ3m柱取
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スギ3m柱取
（2021年）

スギ3m柱取
（2022年）

ヒノキ4m土台105角KD
（2020年）

ヒノキ4m土台105角KD
（2021年）

ヒノキ4m土台105角KD
（2022年）

スギ3m柱105角KD
（2020年）

スギ3m柱105角KD
（2022年）

スギ3m柱105角KD
（2021年）



2 3

通信通信通信通信通信通信 Woody Toyota Communicat ion

8300

8400

8500

8600

8700

稲武事業所を
解体しました。
　長きにわたり稲武地区の森林管理の拠点として皆様
にご愛顧いただきました豊田森林組合稲武事業所です
が、施設の老朽化等により本年1月から解体の運びとなり
ました。施設は撤去しましたが、従前通り足助の本所を
中心に組合員の皆さまにはご迷惑をお掛けすることな
く、森林整備事業に邁進して参りますので引き続きお引き
立てのほど宜しくお願い致します。

　稲武事業所の施設解体に伴い巡回サービスの拠点
を移転しました。
　これを機会に新しいサービス拠点にお越しください。

豊田森林組合

豊田森林組合稲武事業所の沿革 昭和51年12月01日

昭和55年12月13日

昭和62年04月01日

　

平成03年11月01日

平成17年04月01日

令和01年07月01日

事務所移転（桑原町中山形31）

貯木場改良舗装、製材施設増設

木材需要促進センターが小田木町に
建設され「モッキー」として運営開始

大径木加工施設を増設

豊田市合併と同時期に7森林組合が対等
合併をして豊田森林組合稲武支所となる

本所への統合に伴い豊田森林組合稲武事業所となる

森林組合発足

稲武町森林組合認可

稲武町役場内に稲武町森林組合を設立登記

事務所移転（稲橋字ゴワイタ5-2）

小径木処理施設、集会・宿泊施設の建設

事務所増築

林業センター竣工式

昭和16年03月30日

昭和17年04月01日

昭和26年04月01日

昭和45年08月28日

昭和51年11月01日

昭和51年11月29日

稲武の巡回サービスについて

名
倉
川

153

257

夏焼グランド

夏焼町集会所

豊田市
稲武支所

稲武町

移転場所

N

●営業開始日 令和4年2月9日（水）から
　                  （毎週水曜日 9：00～16：30）

●移転先
豊田市夏焼町
クルミサワ108-3
（夏焼町集会所横）

ウッドショックによる
木材価格の動向

　ウッドショックという言葉が聞かれるようになってから間もなく１
年が経過しようとしています。コロナ禍によって、木材の需要と供
給のバランスが、海運物流の混乱などと複雑に絡み合って価格
に連鎖反応を起こしました。その結果、ウッドショック以前の価格
よりも倍近い値段で取引される原木も出てきました。具体的に言
えば１㎥あたり３万５千円という、近年ではもうあり得ないと諦めて
いた価格で取引されました。これからは、このような価格がいつま
で続くかがもっぱらの関心事ですが、少しずつ値下がりしている
のは全国的な流れとなっています。しかし、今日、持続的社会の
形成を目指す様々な分野で林業に関する関心が高まり、その重
要性は益々高まっています。バブル経済の崩壊、リーマンショック
による世界恐慌のたびに下落してきた木材価格ですが、思わぬ
好転換期を迎え、森林所有者が国産材の供給を後押しすること
によって、森林を所有する意義を実感できる木材の価格帯でこ
れからも推移していく事は、「夢では無い」と思っています。今回、
最近の原木価格の推移を掲載しましたが、組合はこういった価
格の変動に注視していますので、分からない事がありましたらお
気軽にお問い合わせください。

お問合せは　林産課林産G　℡0565-61-1616

〈原木価格〉

スギ柱取
3m 16-18cm

スギ柱取中目
4m 24-28cm

ヒノキ柱取
3m 16-18cm

ヒノキ土台取
4m 16-18cm

15 ,000

15 ,000

16 ,000

16 ,000

32 ,000

32 ,000

30 ,000

30 ,000

名古屋地区 標準相場
（円/㎥）

12月

1月

12月

1月

12月

1月

12月

1月

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

34

30

26

22

18

14

10

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ヒノキ4m土台取
（2020年）ヒノキ4m土台取

（2022年）

【原木相場】全国平均の推移（千円/㎥）

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【製品相場】全国平均の推移（千円/㎥）

ヒノキ4m土台取
（2021年）

スギ3m柱取
（2020年）

スギ3m柱取
（2021年）

スギ3m柱取
（2022年）

ヒノキ4m土台105角KD
（2020年）

ヒノキ4m土台105角KD
（2021年）

ヒノキ4m土台105角KD
（2022年）

スギ3m柱105角KD
（2020年）

スギ3m柱105角KD
（2022年）

スギ3m柱105角KD
（2021年）



4 5

通信通信通信通信通信通信 Woody Toyota Communicat ion

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

活動報告 2021.7月～ 2021.12月

第二期  リーダー研修を行いました

▷発表テーマ

　組合職員の人材育成を目的に岐阜県立森林文化ア

カデミーと豊田市の協力をいただき、職員6名を対象

に第二期のリーダー研修を令和2年7月から令和4年2

月まで行いました。新型コロナウイルス感染症の対策

のため研修日が変更になったり、リモートでの研修を

受けたりと前回の第一期に比べ第二期の研修生は大

変苦労をしましたが、森林の基礎から目標林型、作業

道の基礎知識、木材流通から組合経営に関わる会計ま

で多岐にわたる内容を勉強しました。今回の研修を受

けて今後は個々で研鑽を積んで、組合員の皆さまの森

林を適切に提案から管理できるよう務めて参ります。

令和2年7月～令和4年2月

高性能林業機械を
2台導入しました
　令和３年7月27日（火）に今回新しくフェラバンチャーを1
台とプロセッサ1台を導入しました。フェラバンチャーとはバ
ケットで掘削作業をしながら搬出路の作設をして、支障とな
る立木をバケットに内蔵したナイフで切断する機械です。従
来は作業者が搬出路の線形上にある立木を先行伐採して作
設していましたが、フェラバンチャーで作業することにより安
全で効率の良い作業ができるようになりました。これから市
内の森林では利用間伐が増えていきます。そのためにも工期
の短縮化、生産量を増加して所有者への返金を少しでも多く
できるよう頑張って参ります。

令和3年7月27日

研修生名 内　　容

小 澤 明 弘

金 田 安 弘

鈴 木 和 寛

藤 澤 祐 作

粕谷健太郎

豊 重 陵 広

森林浴のできる
大径木経営林に至るまで

急傾斜地における
作業の効率性

家裏に広がる里山林の
整備に係る経営方法

木材利用だけではない
森林の多様性を考える

収支から考えるプランの
見積りとは

“良い作業道”とは
－崩壊を未然に防ぐための施工方法－

稲武小学校で出前授業
　令和3年11月11日（木）に稲武小学校に伺って林業に関し
ての出前授業を行いました。今回は5年生の総合学習で、一
年を通して森林の勉強をする上で実際に山の仕事をしてい
る森林組合はどんな作業をしているかをお話してきました。
学校の周りに森林があることで生徒の皆さんは身近に感じ
ているようで、人工林の管理方法など熱心に質問をしていた
だきました。話の結びに人工林は最後まで人が管理をしなく
てはならないので、みんなが大人になったらしっかり管理を
して下さい、とお話をしたら真剣な表情で頷いていたのが印
象的でした。

令和3年11月11日

山神祭を開催しました
　令和3年11月18日（木）に豊田市産業文化センター小ホー
ルにおいて山神祭を挙行しました。神事の後に職員を代表し
て岡藤将和君と松浦崇行君が安全唱和を行い、参加者全員
災害ゼロを目指し、今後の作業に気を引き締めて取り組みた
いと思います。その後の講話では前愛知県副知事の森岡仙
太氏を今回講師に迎えて、「今、何をすべきか－人材を育てよ
う－」をテーマにお話をしていただきました。混沌とした今の
時代にいかに人材を育てることが重要であるか、また生産性
向上のためには負荷変動に対応するのが重要であることを
話されました。難しい内容でしたが簡潔な叙述で皆さん真剣
に静聴されていました。

令和3年11月18日

今年度組合にお越しになった学校
▷6/28　下山中学校　▷7/7敷島小学校
▷7/8猿投農林高校　  ▷10/14明和小学校

開催日 開催日研修名 講師 研修名 講師

▷研修内容

R2.7.16 ～ 17

R2.8.4 ～ 5

R2.8.26 ～ 27

R2.10.28 ～ 29

R2.11.9 ～ 10

●
令
和
２
年
度

●
令
和
３
年
度

森林の基礎

林業事業体の経営・会計

目標林型と将来木施業

横井先生

横井先生

横井先生

杉本先生
新永先生

杉本先生
新永先生

臼田先生
和多田先生

臼田先生
和多田先生

臼田先生
和多田先生

R3.4.22 ～ 23

R3.6.22 ～ 23

R3.6.28 ～ 29

R3.10.15

R3.11.9

R4.1.26 ～ 27

R4.2.3 ～ 4

中通先生

横井先生

中通先生

横井先生

木材の流通・加工

目標林型と将来木施業

木材市場視察

目標林型と将来木施業

林業事業体の経営・会計

森林の基礎　
目標林型と将来木施業

壊れにくい森林作業道と
森林ゾーニング

壊れにくい森林作業道と
森林ゾーニング

壊れにくい森林作業道と
森林ゾーニング
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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
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活動報告 2021.7月～ 2021.12月
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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、日にちや時間帯、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
議代表者さま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

活動報告

「山主になったら知っておくべきこと5選」を
  開催しました
　令和3年11月27日（土）に市内にあります「とよたエコフル
タウン」において豊田市が「山主になったら知っておくべきこ
と5選」と題した講習会を開催し、組合は事務局として参加し
ました。この講習会は相続等で新たに山主になった方を対象
に、山林所有にかかる民法上の義務、責任等を司法書士の滝
浪彰氏を講師に迎えて開催しました。内容は立木の枝の境界
や災害発生時の責任等について事例を交えて分かりやすく
説明をしていただいたので、参加された山主さん達は熱心
に耳を傾けていました。今回は午前と午後の2回に分けて募
集したところ、定員をはるかに上回る応募があり、合わせて25
名の参加者を得ることができ、皆さんの関心の高さを伺えま
した。今後も同様の講座が予定されていますので、ぜひご参
加下さい。

令和3年11月27日

労働基準監督署の研修を
受け入れました
　令和3年12月13・14日（月・火）に昨年度に引き続き愛知労
働局の新人労働基準監督官（13名）を対象とした研修を受け
入れ、林業における労働災害の傾向と対策、現場作業で取り
組んでいる安全対策等を説明しました。両日とも午前の現場
視察では切捨て間伐の現場で作業手順から伐倒の方法、安
全なかかり木処理の仕方等の説明をして、午後からの高性能
林業機械の現場では作業の効率性と安全について説明をさ
せて頂きました。皆さん林業の現場に足を踏み入れるのが初
めてで、いかに過酷な場所で作業をしているのを実感された
ようです。今回の研修を通して今後の業務に活かしてもらえ
れば幸いです。

令和3年12月13・14日

森林の立木を伐採するとき、
森林の土地を取得したときは
届け出が必要です。

豊田市森林課よりお知らせ

お問い合わせ　豊田市役所　産業部　森林課　
　　　　　　　林務・人材育成担当　0565-62-0602（直通）

苗木の補植、獣害防止柵の補修を
助成します。

※その他、詳細は右記へお問い合せください。→

助成できるのはこんな場合助成できるのはこんな場合助成できるのはこんな場合

（密度が1,500本/ha以下になった）
●シカ等に植栽木が食べられた。

愛知県からの
おしらせ

●倒木により、獣害防止柵が破損した。
（柵の補修は補植とセットの場合のみ） 〈お問い合せ先〉

愛知県豊田加茂農林水産事務所森林整備課普及指導G　
TEL0565-62-0501

苗木の食害苗木の食害 倒木による柵の破損倒木による柵の破損

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。

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。

令和元年7月の支所統合に伴い、旧支所の電話
番号は廃止となりました。今後は本所の電話番
号である0565-61-1616にお掛け頂ければ各
担当へお繋ぎ致しますので、ご理解とご協力を
お願い致します。

ゴールデンウィーク
休業のお知らせ

令和4年4月29日（金）～8日（日）まで
お休みを頂きます。
組合員の皆様にはご不便をおかけしま
すが、宜しくお願い致します。
購買事業と巡回サービスも同様にお休
みを頂きます。

4月29日（金）～8日（日）
令和4年

休業

電話番号のお願い
(旧支所の電話番号は廃止となりました。)

本所  TEL 0565-61-1616
こちらの電話番号へおかけください。
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（密度が1,500本/ha以下になった）
●シカ等に植栽木が食べられた。

愛知県からの
おしらせ

●倒木により、獣害防止柵が破損した。
（柵の補修は補植とセットの場合のみ） 〈お問い合せ先〉

愛知県豊田加茂農林水産事務所森林整備課普及指導G　
TEL0565-62-0501

苗木の食害苗木の食害 倒木による柵の破損倒木による柵の破損

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。

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。

令和元年7月の支所統合に伴い、旧支所の電話
番号は廃止となりました。今後は本所の電話番
号である0565-61-1616にお掛け頂ければ各
担当へお繋ぎ致しますので、ご理解とご協力を
お願い致します。

ゴールデンウィーク
休業のお知らせ

令和4年4月29日（金）～8日（日）まで
お休みを頂きます。
組合員の皆様にはご不便をおかけしま
すが、宜しくお願い致します。
購買事業と巡回サービスも同様にお休
みを頂きます。

4月29日（金）～8日（日）
令和4年

休業

電話番号のお願い
(旧支所の電話番号は廃止となりました。)

本所  TEL 0565-61-1616
こちらの電話番号へおかけください。
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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

E-mail ： info@woodytoyota.net
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「とよた森林学校」は
今春から新たな体制で
スタートします！

平成18年から当組合が事務局とし
て携わってきた「とよた森林学校」
ですが、令和4年4月から新しい体
制で運営されます。
組合員の皆さまの中にも「とよた森
林学校」に参加をしていただいた方
もお見えになるかと思いますが、ご
理解とご協力をお願い致します。

とよた森林学校はより多くの森の応援団を増やすため、
4月から大きな見直しをはかります。以下の変更点をご確認ください。

豊田市・森の総合サイト｢Tomori｣について
豊田の森に関する様々な情報が集約された総合サイトです。お手持ち
のスマホなどで最新の講座情報をいつでもどこでもチェックでき、講
座の申込みも可能です。今後はこのサイトがどんどんバージョンアッ
プされていく予定ですので、是非アクセスしてみてください。

QRコードからアクセス Webでキーワード検索

豊田市　トモリ

https://tomori-toyota.net/　

とよた森林学校の
講座ラインナップが変わりました
「多様な間伐手法を学ぼう!」や「地域の森・健康診断」な
どの新たな講座が加わりました。これまで毎年開催して
いた「楽しい山づくり入門講座」は開催しませんが、「山
を持ったら知っておくべきこと５選(仮)」という山主向け
講座を準備中です。お楽しみに！
※詳細はサイトをご覧ください

変更点1 森で楽しみたい・癒されたい人に
向けた｢とよたモリジャム(MORIJAM)｣

が仲間入り
「とよた森林学校」に加え、新たに｢とよたモリジャム(通
称：MORIJAM)｣がスタートします。MORIJAMではこ
れまで森と全く関わりがなかったような人でも参加しや
すい多様な講座が開催されますので、ぜひチェックして
みてください。 　
※詳細はサイトをご覧ください

変更点2

講座の主催者を
支援する制度ができました

今後、とよた森林学校・MORIJAMのラインナップを充
実、発展させていくため、講座を開催しようとする団体
を市がバックアップしていきます。補助金や各種支援制
度を準備しましたので、講座を開催したい方は豊田市森
林課へご相談ください。

変更点4

運営体制が変わりました

これまで、とよた森林学校の講座は全て市の主催で行っ
てきましたが、今後は様々な市民団体等が実施する講
座も仲間に加えていきます。市や市民団体等が協力し
ながら、魅力的な講座を展開していきます。

変更点3

講座情報をWebサイトで
発信していきます

このたび豊田市・森の総合サイト「Tomori」という新た
なwebサイトが新設されました！とよた森林学校と
MORIJAMの講座情報を発信していきます。チラシに
はまだ載っていない最新講座情報もアップされますの
で、是非チェックしてくだい。　

変更点5

申込方法が変わりました
今後は豊田市・森の総合サイト｢Tomori｣で講座の申込
みができるようになりました。１度アカウント登録を済ま
せてしまえば、簡単・スピーディに申込みをすることが可
能です。Web上の操作に自信がない方は主催者へ電
話やメールでお申しつけください。　　

変更点6


